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荒屋敷武則　様

《会長要件》西村会長

　皆さん、こんにちは。

先週の例会は、赤穂会員のご厚意によ

り、赤穂工務店への職場訪問でした。

蕎麦打ち体験し、新蕎麦に舌鼓を打ち

ました。お土産に持ち帰らせていただ

いたお蕎麦もとても美味しく、やはり

何事も見た目ではなく中身が大切、と思った次第で

す。

さて今日は１１月２９日なので、「疾病予防と治療」

がテーマである１２月にはまだ早いのですが、少し

フライング気味で、今日はその分野のお話しをして

みたいと思います。

　皆さんご存じの通り、疾患別での死亡率の第一位

は、がん（悪性新生物）です。がんにも色々ありますが、

その中で唯一、ワクチンで予防できるがんがあるの

ですがご存じでしょうか？

　それは、子宮頸がんです。一般的に子宮がんとい

えば、この子宮頸がんのことです。日本では年間３

５００人、つまり毎日、平均１０人の方が子宮頸が

んで亡くなられていて、しかも他のがんに較べて若

い方に多いのです。

子宮頸がんはウイルスの感染により発症することが

分かっています。また、ウイルスに感染する機会は

ほとんどが性交渉です。

　幸いなことに、そのウイルスに対するワクチンが

開発され、欧米よりだいぶ遅れましたが、平成２５

年から日本でも定期接種されることになりました。

性行動を始める前に接種することが有効なので、中

学１年生から高校１年生の間の女子を対象にして、

全員無料での接種が始まり、その年には多くの女子

が接種を受けました。

　ところがです。皆さんテレビなどでご覧になった

記憶があると思います。

接種部位の痛みが長引いて登校できなくなったり、

ごくまれに四肢の麻痺に悩まされたりという事例が

メディアで大々的に報道され、それがワクチンの副

作用だということになり、急速にワクチン接種は廃

れてしまいました。

　これは大変、残念なことです。その後の詳細な医

学的検討で、報道されていたこれらの「迷走神経反射」

様の症状は、特に疼痛に敏感な若い女の子では普通

の筋肉注射後でも同じような頻度で発生していて、

子宮頸がんワクチンに特有のものではないというこ

とが明らかになっています。しかし、このマイナス

イメージが定着してしまい、現在、このワクチンの

接種を希望する女子はほとんどいません。

　このワクチン接種を早くから取り入れている、オー

ストラリア、イギリス、米国、北欧などの先進国では、

既に子宮頸がんの発症は大幅に減少しているので、

日本の女性がこのワクチンの恩恵を受けられない現

状は大変不幸なことです。しかも、これは、先進国

の中では日本だけで起こっていることなのです。

いつものことではありますが、誤った情報をセンセー

ショナルに取り上げ、しかもそれを訂正しようとし

ないのがメディアですから、私達は正しい情報を

キャッチして正しく判断する、そういうスキルを高

めていかなければいけません。疾病予防の分野での

そういう事例のひとつとして、ご紹介させていただ

きました。

《幹事報告》西尾幹事

・例会変更のお知らせ、八戸中央 RC12

月10日(月)時間変更、12月24日(月)

祝日につき休会、12 月 31 日 ( 月 ) 任

意休会、八戸西 RC12 月 20 日 ( 木 ) 時

間変更、12月 27日 (木 )任意休会です。

・ザロータリアンが届いています。
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　正会員数 36 名。本日の出席は免除

会員 2 名を含む 24 名。出席率は 75％

です。前々回の例会は、国際奉仕委員

会担当例会で出席率 63％でした。

《出席報告》原委員長

伊藤ＳＡＡ



員増強で新しい会員さんにどんどん入っていただい

てクラブを活性化していくということなんだと思い

ます。皆様には来週届きますが委員長である私のと

ころにはいち早く届きます。ロータリーの友 12 月号

に、公益財団法人日本ロータリー財団平成 29 年事業

報告というのが載っています。当クラブでは石橋委

員長が頑張ってほぼ今年度の目標は達成しています

が、日本全体ではどのくらいの寄付が集まったかと

いうのが載っています。平成28年度18億5千万以上、

平成 29 年度は 20 億 2,500 万以上というすごい金額

が日本全体で寄付されていて、改めてすごい団体だ

なと感じさせられました。12 月号が届きましたら明

細なども載っていますのでご覧になってください。

このロータリーの友には毎回全国のロータリークラ

ブがやっているいろんなことが紹介されています。

ただ、私、個人的に感じるのは内向き、内部的には

皆さんに発信されていますが対外的にはロータ

リーって何だという話ばかり聞こえてきます。昨日

たまたま仕事で青森まで行きましたがその車中運転

してくれた若い方にロータリーを進めましたが、結

局のところロータリーって何なの ? 一般の方にとっ

てはロータリーって何なのか理解されていないので

はと思いました。長い道中でしたから 100 年位前に

弁護士さんが 4 人の仲間と・・・というように丁寧

に説明し、今はこういうことをやっている素晴らし

い団体だと説明しましたが答えは保留になりました。

ロータリーのことが外に知れ渡る何らかの形、私ど

ものよろず相談がデーリー東北紙に載せていただき

ましたが、あのような形がもっと必要ではないかと

思っています。外部に向けての発信がロータリーを

分かってもらえる一番の方法なのかと先日の車中で

も感じさせられました。

活動計画の 2 番目に掲げた My Rotary への登録推進

についてですが、今日は当クラブのコミュニケーショ

ン委員会の委員でもあり 2830 地区の公共イメージ向

上委員会の委員もやっていただいている吉田立盛会

員より、My Rotary のページを開いてどのようなこ

とが載っているのかを説明していただきます。登録

に関しては別な機会に説明したいと思います。

《吉田立盛会員》

　My Rotary に登録しましょうと

いう言葉を最近よく耳にします。

今井ガバナーの地区の重点目標

に「My Rotary」の登録推進かあ

り、各クラブの登録状況の中で

我が八戸南クラブは登録率では

地区の中では 1 番登録数が多く地区の中では My 

Rotary の登録率は高いわけですが、実際登録されてい

る方に My Rotary をどのように活用すればよいかを説

明いたします。まず RI がなぜ My Rotary への登録を

進めているかというと、各クラブのデータを My 

Rotary の中で一元的に管理したいと、そこで年度ごと

の会長さんにいろんなデータを入力させて RI ではそ

のデータを基に長期的なロータリーの戦略に生かすと

いうことだと思います。( この後実際に My Rotary へ

アクセスしいろいろなページを開き解説 ) このように

会員増強に関する動画も見ることができます。国際大

《ニコニコボックス》大橋副委員長

西村会長 : コミュニケーション委員会

　　　　担当例会です。熊谷委員長宜

　　　　しくお願い致します。

西尾幹事 : 熊谷コミュニケーション委

　　　　員長、本日よろしくお願いし

　　　　ます。

赤穂会員 :先週の職場訪問例会、ご苦労様でした。

伊藤会員 :11 月 23 日、おじいちゃんになりました。

《ご挨拶》荒屋敷武則様

　公益財団法人日本公衆電話会の荒屋

敷と申します。今日は何も心の準備が

なく橋本さんのところに仕事の打ち合

わせに来たところ、さあ行こうと車に

押し込められて着いた先がこちらで全

く驚いています。皆さんにはこのよう

に参加させていただきありがとうございます。日本

公衆電話会についてちょっとだけお話しさせてくだ

さい。

　町の中に緑の公衆電話を NTT が付けます。付けた

場所によっては清掃とか、金庫を開けたりとかの管

理を委託しているところがあります。私たちはその

受託しているお店の店主さんとか、ホテルとかの集

まりの会です。会の運営は東京に本部を置きまして

沖縄から北海道まで全国にあります。現在は青森県

内に公衆電話は約 2,000 台あります。当時の 5 分の

1 まで減少してなかなか会の方もバンバンというこ

とになってはおりませんが、主な業務は 171 災害時

伝言ダイヤル、171 の使い方、運用の仕方の認知啓

発活動を行っております、もう一つは避難所に災害

時用の特設公衆電話、これは無料で付けられ、付け

た後の基本料金も通話料もかかりませんが、電話機

だけは 5,000 円くらいですが行政の方で買っていた

だく、これをどうすれば付くかということを教え回っ

ています。そのほかは、私は防災士でもありますの

で防災教育を依頼があれば子供会とか自主防とかそ

ういうところに行ってやっています。八戸では最近

は昨年、正しい 119 番のかけ方教室、これを消防署

から許可を取りまして実通話を子供さんたちにさせ

てみたり、それを動画で説明したりということをし

ています。必要があれば皆さんのところにも参りま

す、無料でやりますので言っていただければと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

《コミュニケーション委員会》熊谷委員長

　コミュニケーション委員会と

は何ぞや、当初皆様の方にお配

りしている活動計画書に書いて

あります。今年度の活動計画、

1. 発行部数が『The Rotarian』

の 50 万部に次ぐ月刊発行部数

である「ロータリーの友」の記事を機会あるごとに

皆さんにご紹介します。2.My Rotary への登録推進

します。これはこの後皆様にご紹介します。そして

3. クラブの最優先課題である会員増強につながる委

員会活動に努めたい。会員増強委員会というのはあ

りますが委員会はみな関連していると思います。会



会への登録もできますし役に立

つツールのダウンロードできま

す。色々なことが MY Rotary で

できますので、皆さん活用して

いただければと思います。これ

は外国のオクトンのようなとこ

ろのページで日本では買えないロータリーグッズな

ども買うことができます。

　最後のまとめになりますが My Rotary で出来るこ

とは 3 つで「勉強する」「活動する」「買い物をする」

この 3 つで更なるロータリーライフを楽しんでいた

だきたいと思います。
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