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2020年12月10日　第2431回例会
2019年3月14日　12月第２例会

RIテーマ  ROTARY：ROTARY OPENS OPPORTUNITIES

「ロータリーは機会の扉を開く」 「ロータリーを心地よく」

本年度会長テーマ

No.
2455

Club of Hiroshima West

作：川原圭斎

丑年男衆・女衆
　　浜田　 広 君・木村 構臣 君・諏訪 昭浩 君・川妻 利絵 君



　ロータリーカレンダーが出来上がりましたので

　１部お持ち帰りください。

　ロータリーレートが１月から１ドル105円（11

　月まで104円）に変更になりました。

　次週17日の例会は休会となっておりますので、

　お間違えのないようお願いいたします。

　例会欠席の際の出席扱いの期限を2021年１月

　31日まで延長しました。

　新型コロナウイルス感染症陽性判明時は必ず幹

　事もしくは事務局へご連絡ください。

　テーブル配布の「広島コロナお知らせQR」「CO

　COA」の活用をお願いします。

　　　　　　　　　　様々な世界初という記録を

　　　　　　　　　打ち立てた「はやぶさ2」の

　　　　　　　　　カプセルが、６年ぶりに日本

　　　　　　　　　に帰って参りました。宝の山

　　　　　　　　　のような玉手箱から、何が飛

　　　　　　　　　び出てきますやら興味津々と

いったところです。日本にもこのような開発に携

われた素晴らしい方々がおられ、かつ壮大なプロ

ジェクトが存在することに感動を覚えました。

　12月３日の例会は新型コロナウイルス感染の影

響で急遽中止とさせていただきました。広島県も

第３波本格化の様子です。２月から続く先の見え

ないこの新型コロナウイルスに対して、どなたも

かなりのストレスが蓄積されているはずであり、

どのような形でそのストレスが暴発するのか見当

もつきません。他クラブにおいても、飲食を伴う集

まりで感染者が出たとの情報も入ってきています。

このような時は、できる限り冷静に対処しながら、

例会運営に最善を尽くしたいと思います。皆様に

おかれましても、高齢の経営者の比率が高い団体

の一員であるということ、代替えの利かない重要

な立場で社会活動の先頭に立っておられるという

ことをもう一度ご認識いただき、くれぐれも慎重

なる行動をお取りいただきますようお願い申し上

げる次第です。
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第１回　鈴木　義尚 君 第２回　片山　恵太 君

第２回　上田　欣一 君 第４回　坂田　恵希 君

第４回　刀禰　　明 君 第５回　荒谷　壽一 君

第１回　部谷　俊雄 君 第１回　小橋　敏幸 君

第１回　北村　和之 君 第１回　新本　康弘 君

米山記念奨学会　米山功労者感謝状の伝達
原　幹事会務報告

第７回　古屋　憲次 君 第８回　井原　俊彦 君

第８回　大本　和則 君

◆  会 長 時 間  ◆ 浜田会長
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米山奨学委員会　　　小田副委員長

　日時　2020年12月10日㈭　11時00分〜

　場所　ANAクラウンプラザホテル広島４階

　　　　「ミモザ」

　報告事項

　① 11月収支計算書報告

　審議事項

　① 第８回理事会及び第９回臨時理事会議事録承認

　② 佐伯区役所への足踏み式消毒液スタンド寄贈

　　 報告承認

　③ プロジェクタースクリーンの購入報告承認

　④ 米山強調プログラム報告承認

　⑤ ロータリー財団強調プログラム報告承認

　⑥ 職場訪問例会報告承認

　⑦ ２月卓話プログラムについて承認

　⑧ 新会員勧誘リーフレット増刷について承認

　⑨ 2021-22年度理事役員について承認

　⑩ 新型コロナウイルス感染症への対応について、

　　 「広島コロナお知らせＱＲ」「接触確認アプリ」

　　 の利用を推奨することや、例会に欠席した場

　　 合にメークアップを必要としない等とする現

　　 行の扱いを2021年1月末まで延長すること、

　　 当面の間、事務局員は、火、水、木曜日のみ

　　 合同事務局勤務とし、月、金曜日は在宅勤務

　　 とすること等承認

　佐伯区役所へ「足踏み式消毒液スタンド」

　寄贈について

　　11月26日㈭の例会終了後14時30分から、佐伯

　区役所の区長応接室にて「足踏み式消毒液スタ

第10回理事会議事録 　ンド13台」の寄贈式を行いました。この活動は、

　新型コロナウイルス感染拡大防止支援を目的と

　したものです。

　　当クラブより浜田会長、原幹事、新本副幹事、

　宍戸理事をはじめ、地域・環境委員会メンバー

　計８名で区役所を訪問し、浜田会長より建部 

　賢次（たてべ　けんじ）佐伯区長へ目録の贈呈

　を行いました。

　　区長より「来庁される方々や区職員にこれま

　で以上に便利に安全に手指の消毒をしていただ

　ける環境となり、非常に感謝している」とのお

　言葉をいただきました。

　　また当日は経済レポート２誌および西広島タ

　イムスに取材にお越しいただき、当クラブの地域

　貢献活動をPRする良い機会にもなりました。

　　本事業にご協力いただきました皆様ありがと

　うございました。

　第2710地区米山学友会2020-21年度賛助

　会員入会のお願い

　　米山学友会とは、奨学期間を終了した米山奨

　学生によって組織された、世代と国境を越えた

　交流の場であり、その数は日本33団体、海外９

　団体（台湾、韓国、中国、タイ他）があります。

　第2710地区学友会は設立22年を迎え、会報誌発

　行・親睦旅行・企業訪問・他地区学友会および帰

　国学友との連携などを通じて、ロータリー奉仕の

本　日（12月10日・木曜日）

　会員数　89名　　出席者　66名

　欠席者　23名　　ご来客　 0名

　ご来賓　 0名　　ゲスト　 0名

　　　　　　　　　　 計　　66名

　5週間前の例会（2020年11月5日・木曜日）

　　　　　出席率　100％

古本副委員長出席報告

プログラム・出席委員会

委員会報告

地域・環境委員会　　　上野（寛）委員長
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スマイルボックス S A A  隅田委員長

　輪を広げ、国際交流を計るべく活動しています。

　　本年度も学友会の活動を円滑に推進していく

　ため、会員の皆様のご支援を賜りたく賛助会員

　としてご入会いただきますようお願いいたしま

　す。会費は年会費3，000円です。

　　24日の今年最終例会で鉢花とANA食事券を

　お渡しする予定でしたが、24日の例会は休会と

　なったため、鉢花の配布は中止とし、ANA食

　事券のみ郵送いたします。

　　12月５日㈯ 広島ダイヤモンドホテルにおい

　て、広島中央RC、広島城南RC、広島西RCの

　忘年囲碁対抗戦を開催しました。西からは、OB

　２名と現役３名が参加しました。

　　戦績については、時間の都合で詳しくは発表

　できませんが、団体戦は堂々の３位でした。

囲碁同好会　　　小田世話人

同好会報告

会員記念日

隅田君　　　諏訪（昭浩）君　　　小下君

新原君　　　土井君　　　大本君

川西君　　　原　君　　　久保君

（ 9 名）

12月お誕生日おめでとうございます。祝祝

親睦活動委員会　　　香川（浩）委員長

　 宍戸君（自主申告・ダブル）

　 　11月14日に行われた３RC合同懇親ゴルフ大

　会にて優勝させていただきました。

　 　当日は最終組の遅いスタートだったので、最

　 後には気温も下がって寒くなり、そして日没。

　 車のライトを照らしてのプレーになりました。

　 そんな中、ダブルボギー・トリプルボギーを量

　 産し、それがことごとく隠しホールにハマリた

　 くさんのハンデキャップをいただき優勝するこ

　 とができました。

　 小下君

　 　12月４日の中国新聞のひとコトに住友生命

　 保険の記事が掲載されていました。けがや病気

　 で働けなくなった従業員への支援体制や退職金

坂田君　　　大本君　　　瀬﨑君

ご結婚記念日おめでとうございます。

（3名）

連続出席記念品贈呈

５年　柳原　邦典 君 ５年　瀬﨑　敏正 君

古本君（13年）　　　柳原君（05年）

瀬﨑君（05年）　　　藤田（千）君（02年）

大地君（02年）

連続出席100％（ ５名 ）祝祝

奥様お誕生日おめでとうございます。

（５名）
田原君　　　　　　真理子夫人

松岡（輝）君　　　　敦子夫人

梶本君　　　　　　さとみ夫人

荒川君　　　　　　弘美夫人

金本君　　　　　　好江夫人

11月決算月おめでとうございます。

（３名）

森信君　　森信建設㈱

梶本君　　梶本産業㈱

山縣君　　㈱ニシヒロ

（４名）

創業月おめでとうございます。

柴田君  　　㈱柴田燃料商会

松岡（輝）君  ㈱山城屋

大谷君  　　税理士法人児玉会計

上野（彰）君  ㈱SUNS

村上（智）君（Ｈ12年） 　古本君（Ｈ19年）

柳原君（Ｈ27年）　　　瀬﨑君（Ｈ27年）

藤田（千）君（Ｈ30年） 　大地君（Ｈ30年）

（６名）

ご入会記念月おめでとうございます。
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卓　話卓　話

腟内フローラ（抄録）
　　　　井 原  俊 彦 君
　　　　　　（SAA 委員会）

　 制度などが不十分な企業に保険商品で課題解決

　 を提案するとありました。

　 香川（基）君

　 　12月１日の赤の経済レポートに、㈱福屋の

　 竹重さんが電話対応コンクール全国大会で優

　 勝された記事が掲載されていました。

　 　竹重さんは全国から7，690人が参加し、各

　 予選を勝ち抜いた代表57選手の頂点に輝かれ

　 たそうです。

　年次総会により、以下の通り次年度理事役員及

び理事会メンバーが決定いたしました。

2021〜2022年度理事役員

　　理事　会　長　　　　　　　梶本　政明

　　理事　会長エレクト　　　　新原　　靖

　　理事　副会長　　　　　　　前橋　　寛

　　理事　直前会長　　　　　　浜田　　広

　　会　計　　　　　　　　　　石山　成之

　　幹　事　　　　　　　　　　松岡　輝明

　　副幹事　　　　　　　　　　山縣　浩一

　　副幹事　　　　　　　　　　隅田　高士

　　理事（会員組織）　　　　　前橋　　寛

　　理事（管理運営）　　　　　斉藤　昭一

　　理事（ＳＡＡ）　　　　　　北村　和之

　　理事（職業奉仕）　　　　　田原真一郎

　　理事（社会・青少年奉仕）　柳原　邦典

　　理事（国際奉仕）　　　　　荒川　慎吾

　　理事（財　団）　　　　　　新原　　靖

　我々は胎児の間は子宮の中で羊膜に包まれてい

わば無菌室の中で成長してゆきます。産道（腟）

を通って産まれる時に皮膚・口・眼などあらゆる

部位が細菌に接して取り込み数時間で色々な菌が

腸管内や腟腔内に入り込み大人になる過程で天文

学的に多くの菌が身体中に棲みつくことになりま

す。太古の昔から口の中・鼻の中・気管支・胃・

腸・腟・皮膚などに棲みついてきた細菌たちは別々

の生き物として我々と共生しお互い進化し利用し

合いながら共存共栄してきました。

　ヒトの身体には100兆個から1000兆個の細菌が

生活しています。その90％が腸の中で、残りの10

％が口腔・腟・皮膚などに棲んでいます。ちなみ

にヒトの身体を成す細胞数は60兆個です。我々

の腸の中には1000種類以上、数にして100兆個以

上、重さにして１kgの細胞たちが棲みつき我々の

胃腸の働き、精神活動、免疫機能など健康全体に

影響を与えているのです。身体の色々な機能を改

善するというビフィズス菌・ガセリ菌・ラブレ菌

等々テレビや新聞での宣伝がすごいですね。

　多数の腸内細菌たちは種類ごとにまとまって粘

膜に細菌叢として群生してお花畑のように並んで

いるので腸内フローラと呼ばれています。

　一方、女性の腟内にも常在菌が菌叢を形成し、

腟の分泌物の中には形の異なる多くの種類の菌と

腟の中に剥離した腟上皮細胞とが混在しており、

その状況は腸内のようなお花畑（フローラ）では

なく雑草畑のように見え、腟内フローラといわれ

ています。　

　以上のような医学・生物学的背景をバックに腟

の中で我々と共存し社会生活や健康状態を反映し

ている生き物たちを

　① 正常な健康な時の乳酸桿菌のフローラ

　② 何か性感染症のある時の腟内の雑草畑のよう

　　 なフローラ

　③ びっくりする外部から侵入したトリコモナス

　　 原虫の動き

　④ 加齢による腟内環境の劣化

　⑤ 金曜の夜の交わりによる土曜日における精子

　　 の腟内残存

　⑥ 腟内フローラと“科捜研の女”との関係

などと絡めて動画にして見てもらいました。

日 時 テ　　ー　　マ

１/28㈭
「 年 男 ・ 年 女 放 談 」
　  　　  浜田　広 君・木村　構臣 君

卓話予告

年　次　総　会



１．真実かどうか？
２．みんなに公平か？
３．好意と友情を深めるか？
４．みんなのためになるかどうか？

例会日・木曜日  12:30〜13:30

例会場・ANAクラウンプラザホテル広島

会　長　浜田　　広

幹　事　原　　　敬

事務所・〒730-0011  広島市中区基町6-78
　　　　リーガロイヤルホテル広島13F
　　　　TEL 082-221-4894・FAX 082-221-4870
　　　　E-mail：hwrc@godorc.gr.jp
作　成・会報雑誌・広報委員会

広島西ＲＣ 検索




