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開 始 点 鐘 永嶌 嘉嗣会長
Ｒ ソ ン グ 我等の生業
お 客 様 石川 昭一
（君津市国際交流協会 事務局長）
四 つのテスト 藤平 洋司会員
【 出 席 報 告 】 免除者４名 休会０名
例会数 会員数 対象者 出席 欠席 出席率
2077

57

54

39

15

72.20 ％

2076

57

54

44

10

81.48 ％

メークアップ10名

59.26 ％

前々回の修正

（敬称略）
会長挨拶及び報告

永嶌嘉嗣会長
最近がん免疫療法の進歩が著しく成果も際立って
きています。そこで今日はその一部をお話ししたい
と思います。がん免疫療法の歴史は古く世界的には
19世紀ごろには研究は始まっていたようです。日
本でもいくつかの免疫力強化の効果があるとされる
内服薬、注射薬が私が研修医の時にすでに認可され
ていました。皆様のご存知の丸山ワクチンも免疫力
強化に期待するものです。癌細胞の排除が主に細胞
性免疫によってなされること、結核菌の除去も主に
細胞性免疫によってなされることから丸山博士はお
そらくそのような効果に思い至ったのであろうと思
います。しかしことはそう単純ではなく、その頃認
可されていた薬剤は効果は期待できませんが副作用
はありませんからと説明して希望者に使う程度のも
のでした。丸山ワクチンも私の経験では有効と思わ
れた方はいませんでした。そもそも丸山博士がこれ
を思いついたきっかけが結核患者はがんになりにく
いと思ったからだそうです。はっきりした統計上の
優位さも確認されていないようです。私の知り合い
の医師が言っていました。「永嶌、結核患者もどん
どんがんになるぜ」。おそらく結核の治療がまだあ
まり進歩していなかったためがんを発症する前に死
亡していたのではないでしょうか。
皆様はがん細胞が毎日一定数できて我々の免疫が
排除していることは御存知と思います。調べました
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ら毎日5000個程度だそうです。この排除ができな
かったときがんが発症します。1970年ごろから免
疫学は飛躍的な進歩を遂げはじめ、1990年代には
がん抗原の同定とワクチン療法が開発されました
が、それほど効果を上げることができませんでし
た。そうしたなか道を切り開いたのが免疫チェック
ポイント分子の同定と阻害薬の開発でした。癌細胞
がどのような方法で免疫による除去から逃れるのか
がわかってきて、その部分に対する自己抗体の開発
が進んだのが大きなきっかけです。これらの薬剤は
monoclonal antibody と呼ばれ、その頭文字からマ
ブというものが語尾に入ります。ニボルマブ、ペム
プロリズマブ、イピリムマブなどが開発されすでに
認可を受けています。よく効きますが非常に高価で
す。まだまだ今後も乗り越えなくてはいけない難し
い問題が山積してはいますががん治療にとって今や
かけがえのない存在となっていることは確かです。
以上本日の会長挨拶とさせていただきます。
報
告
１．第8回理事会が2月4日に開催されましたので報
告を致します。
１）会計報告 異議なし
２）新規奨学生の世話クラブとカウンセラーの引
き受けについて
①当クラブは、新規奨学生の引き受けを希望する
②カウンセラーは廣田会員、サブカウンセラー
武田会員
③可能であれば、経済的に裕福な中国の奨学生
は避けてほしい
④ロータリークラブの活動を否定していない国
の奨学生を希望する
⑤将来ロータリークラブに入会し、活躍したい
願望のある奨学生希望
３）2019年度かずさ市民応援団会員登録を、例
年通りゴールド会員で更新する
４）地区委員の推薦
黒岩会員をRYLA委員長に推薦する
５）甲府東RC創立30周年記念式典日程と詳細に
ついて
①1日目の出発時間を調整及び、参加費をクラ
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ブから補助し、沢山の会員に参加してもらう
６）3月4日(月)例会前11時30分～理事会開催
例会後13時30分～新理事会開催
７）その他
＊2019年決議審議会立法案提出について、提
案事項がある場合は、次回理事会に提出する
２．2月16日（土）に成田ビューホテルにて会長エレ
クト研修セミナーが開催されました。当クラブか
らは、内山会長エレクトが出席しました。後程、
内山会長エレクトより、報告をお願い致します。
３．諸岡ガバナーエレクトより地区委員仮委嘱状が
届きましたのでお渡しします。
ＲＹＬＡ委員会 委員長 黒岩靖之 会員
＊なお本日欠席されておりますが、地区諮問委
員会 委員 秋元秀夫会員の仮委嘱状も届いて
おります
幹
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告
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〈報 告〉
１．＜木更津ＲＣ＞
日時：3月21日(木）休会 ＊定款第8条第1節
Ｃ項による
＜袖ヶ浦ＲＣ＞
日時：3月18日(月）時間変更 点鐘18：00
内容：市原RCとの合同例会
〈回 覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第５グループ週報
３．第５グループ麻雀大会日程変更の案内及び出欠
について
４．甲府東RC創立30周年記念式典の出欠について
５．2019-2020年度ロータリー手帳の予約
６．2019年決議審議会立法案提出のご案内
７．ロータリーデー・希望の風コンサート講演会の
案内
８．地区RYLA委員会よりお礼状
９．ハイライトよねやま227
〈配布物〉
１．例会プログラム
２．新千葉新聞（出前教室の記事掲載）
親 睦 委 員 会
公共イメージ向上委員会
新千葉新聞掲載について

大住昌弘委員長
去る２／１４付で新千葉新聞に君津ロータリーク
ラブの出前教室の記事が載りました。本日、受付時

に配布されたものです。
先週初めにホームページにこのときの写真が掲載さ
れましたので、原稿とともに、掲載された写真を事
務局から千葉日報社と新千葉新聞社にメール＝投げ
込みをしてもらいました。何回か送ったら掲載して
貰えるかと思い、とりあえずダメもとでトライしま
した。
公共イメージ向上委員会の今年度計画には、
「２．地域メディア等も活用して、活動内容につい
ての地域社会の認識を高める」とあります。（メ
ディアの方には「活用して」というのは上から目線
ではないかと叱られるかもしれないので、次年度委
員長には申し送りますが）どうしたら良いものかと
漠然と悩んでいましたが、小幡さんから新千葉新聞
の記者の方を紹介していただき、目からうろこがと
れました。千葉日報社にも電話し、何かあったらネ
タを送る旨、事前に連絡してありました。
今回、両社に送りましたが、千葉日報は確認でき
ていません。やや古新聞かと思いましたが、掲載さ
れてホッとしております。時間的に負担にならぬ
様、公共イメージ向上委員会の皆さんや事務局、他
会員皆さんと協力し、ロータリー活動の認知度を高
めてまいりたいと思います。
会長エレクト研修セミナー（第1回目）報告
内山貴美子会長エレクト
平成31年2月16日土曜日13：30より成田ビューホ
テル本館1階「ＫＡＤＡＮ」にて開催されました会
長エレクト研修セミナーに参加してまいりました。
諸岡ガバナーエレクトの点鐘で始まり関口徳雄次
期研修リーダーのＰＥＴＳが開催されました。
その後諸岡ガバナーエレクトの次期ＲＩのテーマ
及び地区チーム方針についてお話がありました。
休憩をはさんでパネルディスカッションがありま
した。
2019－20年度の国際ロータリー会長のマーク・
ダニエル・マロニーさんのテーマは「ロータリーは
世界をつなぐ」です。「旅とはすべて自分で作るも
の2019－20年度に向けて、又その先に歩んでゆく
旅は、私たちが一緒に作るもの」真のリーダーの
目標は「最大限を達成することではなく、周りの人
が可能な限り最大限を達成できるようにする」とい
うことでした。そして４つの強調事項（１．ロータ
リーを成長させる２．家族を参加させる３．ロータ
リーリーダーになる道を拓く４．国際連合との歴史
的な関係に焦点を置く）を掲げました。
又、2790地区スローガンは「ロータリーから千
葉を元気に」となりました。当年度は2020年東京
オリンピック。パラリンピック開催の直前であり、
日本のロータリー100年を控えた時にあたります。

このタイミングで行動できるようインスピレーショ
ンになりましょう。又、ロータリー財団の地区活動
資金の活用のため、地区補助金、グローバル補助金
の積極的に活用した奉仕プロジェクトの実施をしま
しょう。１名以上の会員増強とロータリー賞、ＲＩ
会長特別賞を目指しましょう。そして地区に多くの
ロータリアンを送り出しクラブと地区をつなげ活発
にしましょう。
これらのことを踏まえて、まだまだ勉強不足です
が、今後のロータリー活動につなげてさらに頑張っ
ていきたいと決意いたしましたので、どうぞ皆さん
ご協力を宜しくお願いいたします。
メインプログラム
卓話「KIESの日本語学習者と
外国人市民」
君津市国際交流協会
事務局長 石川昭一様

ニコニコＢＯＸ
永嶌 嘉嗣
池江選手の病気がきちんと治ります
ように。
岡野
祐
永嶌会長、中村さん、本日誕生日お
めでとうございます。末長くお元気
でいてください！！
内山貴美子
会長エレクト研修セミナーの報告を
させていただきました。いよいよ次
年度に向けて動き出した実感しまし
た。皆様、今後のご協力宜しくお願
いします。
倉繁
裕
先週、北九州出張の際、花粉症が発
症しました。関東では、未だ、飛
散が“少ない”レベルですが、北九州
は既に“多い”レベルになっていまし
た。スギ花粉飛散開始時期に関東、
九州で2週間程度のずれがあるよう
です。今年もこれから2ヶ月、薬の
お世話になります。
隈元 雅博
君津市国際交流協会 石川事務局
長、本日は貴重なお話をありがとう
ございました。我々地域貢献と国際
貢献を続けて行けるようロータリー
活動を頑張ってまいります。
P.S.永嶌会長お誕生日おめでとうご
ざいます！お互い飲みすぎには注意
しましょう！
宮本 茂一
君津国際交流協会 石川昭一様、卓
話ありがとうございました。
福田 順也
君津市国際交流協会事務局長 石川
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昭一様、本日はありがとうございました。
君津市国際交流協会事務局長 石川
様、本日はありがとうございました。
石川様、貴重な卓話ありがとうござ
いました。
石川様、君津RCへようこそ！貴重
なお話をありがとうございました。
石川様、本日は貴重な卓話をありが
とうございました。
石川様、本日は卓話ありがとうござ
いました。
国際交流協会 石川事務局長様貴重
なお話をありがとうございました。
皆様こんにちは。石川様、卓話あり
がとうございました。今月、20日に
当社の社員が玄々堂で確か腸炎の手
術をします。医療ミスはないと思い
ますが、宜しくお願いします。
石川事務局長様、本日は貴重な卓話
をありがとうございました。今週、
東京の自宅が引越しとなります。来
月の人事異動次第ですが、２ケ月連
続での引越しもあるかも知れず戦々
恐々としております。
石川様、本日の卓話ありがとうござ
いました。ここ数日のニュースで「は
しか」が流行し始めているとの事で
すが、インフルエンザの10倍の感染
力があると言うのにおどろきました。
初めて席替抽選に当る事が出来ました。
本日から４日間、本部の定例監査と
なりました。最近は銀行のテレビド
ラマで観る光景ではありませんが…
イヤなものです。無事乗り切りたい
と思います。
昨日は自身のブランクを考えず、市
川にてフットサルの大会に参加。お
かげで本日は朝から全身筋肉痛、ロ
ボットのような体の動きになってま
す。今後は、自分の体とよく相談し
て健康に過ごせる範囲でほどほどに
続けて参ります。
週末、法事で福岡に行きました。梅
が満開でした。春はもうすぐそこま
で来ていますね。
16日
（土）
は望外のおだやかな陽気で
先日の雪で汚れた家族３台分の洗
車に、そして夜は夫婦二人分の確定
申告書類の作成と（自分としては）
家族サービスをしました。高所得の
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M本さんと異なり、確定申告の作業
は税金を取り戻す作業なので力が入
ります。大住委員長はじめ、公共イ
メージ向上委員会の皆様、出前教室
の新聞掲載ありがとうございました。
先週末から支店機能の引越しで大わ
らわの状態でした。断捨離を決行し
て本日から製鐵所構内の新センター
に執務室が移動しました。
いよいよ東京オリンピック・パラリ
ンピックのボランティアのオリエン
テーションと面談が始まります。明
日はTOKYO2020、明後日は東京都
の都市ボランティア。わくわくドキ
ドキです。
寒暖差が非常に大きいので皆さん体
調を崩さぬよう注意しましょう！暖
かくなるのが楽しみですね。
本日62回めの誕生日です。62年前
にこの世に生を受けた事を感謝し、
未来に思いをはせる日にしたいと思
います。
永嶌会長、中村会員お誕生日おめで
とうございます。ご健康で幸多き年と
なられますようお祈り申し上げます。
本日、ロータリーのポロシャツ、
ジャンパーをいただきました。これ
から作業もがんばります。
先日、
「お花ウォーク」のご協力依頼の
文書をお送りさせて頂きました。大変
あつかましいお願いではありますが、
ご協力の程宜しくお願いします。
先週は雪が舞う寒い日が続きました
が今週は暖かくなるとの天気予報で
花粉も本番を迎えます。辛い季節に
なる方も多いと思いますがロータ
リー活動頑張りましょう。
今日は、港湾災防協会の重篤災害撲
滅総決起集会のため早退させていた
だきます。
申し訳ありませんが、早退させて頂
きます。
家の庭の梅が満開です。沖縄の友人
より桜の便りも届いてます。お花の
便りと共に日も暖かくなって来ます
よね！財布の中身が寒いです。身も
心も寒いのはいやです！！財布の中身
が厚かったら心は暖かくなるのに厚
くならない、身体だけでも暖かい日
をあびたいです。

