第３８回例会記録（通算第 2728 回）
平成 29（2017）年６月５日
6 月 5 日（月）年祝い親睦会＠松葉より

斉唱 国家 君が代

1.今日の歌

ロータリーソング 「奉仕の理想」

2.来訪者紹介
3.会長･幹事報告
4.外部卓話 福井一基様
（熊本日日新聞社）

来訪者紹介
倉持恒雄様（がん免疫研究所）
山本孝志様（がん免疫研究所）

６/１０-１４ 国際大会 in アトランタ
６/１８ E クラブ加盟認証伝達式
＠オアシスタワーホテル
６/２４-２５ 第 32 回地区 RA 研修会
＠ホテルアーク熊本城前
６/２４ 年度終了懇親会並びに次年度引
き継ぎ式＠オアシスタワーホテル

桑野師一様（熊本オーナーズ）
杭迫柏樹様（京都伏見 RC）

会長報告（漆島典和君）

いがけないところから齎されている沢山の惠みがあり

皆さま、こんにちは。本日の卓話者はがん免疫研

ます。太陽の光や水、こういったものを「恩」と呼び

究所の倉持恒雄様です。後ほどよろしくお願いいた

ますが、そうしたどうすることも出来ないことがらと

します。

対して私たちが生活のなかで恵みを与えていこうとい

また、本日例会前に年祝い祈願祭が無事執り行わ

う動きがあります。例えば席を譲るだとか、元気に挨

れましたのでご報告申し上げます。卒寿 杉田辰彦会

拶をするだとか、自分がしてもらってうれしい事を誰

員、古希 野口泰則会員・齊藤直信会員、還暦 後藤

かにしていくこと、これを「徳」と呼びます。徳は自

博会員、おめでとうございます。厄入の園田修司会

分でするものです。だから善徳もあれば悪徳もある。

員・西川尚希会員・告坂和紀会員、1年間どうぞお気

自分の心次第で如何ようにもなるのです。それによっ

をつけてお過ごしください。

て、自分に様々な形で返ってくるものがあります。善

さて、
「罰が当たる」とよく言いますが、悪い行い

徳によっては、相手等から「恩」が返ってくるかもし

に対する神仏の懲らしめを受けると解釈されている

れません。しかし、悪徳によっては手痛いしっぺ返し

方が多いと思います。私たちには、自分でどうする

があるかもしれません。こうしたことを「罰」と言わ

事もできない、思いの外からやってくる出来事があ

れているのではないかと思います。しかし、
「罰」とい

ります。人間のもつ四つの根元的な苦悩、生・老・

うものは元来神仏には存在しないものなのです。

病・死-「四苦」です。一方で、同様に私たちには思
熊本南 RC 事務局：〒860-8536
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例会変更のお知らせ

○りんどう RC～定款に基づき休会

○城東 RC～親睦会のため時間場所変更

[日

[変更前] 6月12日（月）12：30～

○中央 RC～定款に基づき休会

[変更後] 6月12日（月）18：30～

[日

[場

程] 6月30日（金）12：30～

所] 青柳

○西稜 RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 6月12日（月）18：30～

[場

所] 未定

出席報告（園田修司君）

○05福祉 RC～清掃活動のため時間場所変更
[変更前] 6月13日（火）12：30～
所] 県民総合運動公園
程] 6月14日（水）18：30～

[場

所] 和食 仲むら

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６１名

３９名

68.42％

１００.００％

名誉会員

○江南 RC～親睦会のため場所変更
[日

会員数

出席規定適用免除者

[変更後] 6月13日（火）6：30～
[場

程] 6月29日（木）13：00～

4名

欠席記録免除者 2名

０名（会員数には含まれません）

○西南 RC～記念例会のため時間場所変更
[変更前] 6月15日（木）12：30～
[変更後] 6月15日（木）18：30～
[場

「例会出席率100％運動」にご協力いただき、ありがと

所] ニュースカイ

うございました！

○05福祉 RC～親睦会のため時間場所変更
[変更前] 6月20日（火）12：30～

幹事報告（坂本研一君）

[変更後] 6月20日（火）18：00～
[場

所] 火の国ハイツ

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更
[変更前] 6月21日（水）12：30～
[変更後] 6月21日（水）18：30～
[場

所] 日本料理 おく村
1.地区事務所より「E クラブ本例会（第2回）開催のお知

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更

らせとご案内」が届いております。

[変更前] 6月21日（水）12：30～

2.本日18：30～松葉にて「年祝い親睦会」を開催いたし

[変更後] 6月21日（水）18：30～
[場

ます。ご参加の方はよろしくお願いいたします。

所] 未定

3.次回（6/12）例会場は、都合によりホテル日航熊本 7F

○りんどう RC～親睦会のため日程場所変更

「ガーデンバンケット」に変更いたします。ご注意く

[変更前] 6月22日（木）19：00～

ださい。

[変更後] 6月25日（日）12：00～
[場

所] キャッスル
京都伏見 RC 杭迫柏樹様挨拶

○城東 RC～定款に基づき休会
[日

程] 6月26日（月）12：30～

○西稜 RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 6月26日（月）18：30～

[場

所] 日航熊本

○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

程] 6月27日（火）12：30～

○江南 RC～定款に基づき休会
[日

皆さま、こんにちは。1月に一度メーキャップさせて

程] 6月28日（水）12：30～

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

いただきました、京都伏見 RC 杭迫と申します。6/7（水）

[日

～12（月）鶴屋ホールにて私の書道展を開催いたします。

程] 6月28日（水）18：30～

○西南 RC～定款に基づき休会

初日は会場にて六曲屏風に熊本城を題材にした漢詩を

[日

揮毫します。ご高覧いただけますと幸いです。どうぞよ

程] 6月29日（木）12：30～

ろしくお願い申し上げます。
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2017-18（次年度）姉妹クラブ委員会報告（馬場大介君）

●スマイルボックス（告坂和紀君）

皆さま、こんにちは。来週6/12に次年度姉妹クラブ委

○杭迫柏樹様（京都伏見 RC）

Ⅹ

員会 IM を開催いたします。8月の短期青少年交換事業の

お久しぶりでございます。明後日7日より、お向かい

詳細を詰めていきたいと思います。関係各位はご参加を

の鶴屋デパートで個展をさせていただきます。ご高覧

お願いいたします。また、ホストファミリーにつきまし

いただけましたら光栄でございます。

て、あと1、2家族不足しておりますので、ご協力のほど

○漆島典和君・渕田俊郎君・坂本研一君・今村浩昭君

よろしくお願い申し上げます。

古財良一君・北口 誠君
本日の卓話者 倉持恒雄様、山本孝志様、ご来訪の杭

委員会報告

迫柏樹様、桑野師一様を歓迎いたします。また、本日

●親睦活動委員会（金井昌道君）

年祝いをお迎えになられた皆さま、本当におめでとう
ございました。
○漆島典和君

Ⅴ

本日は早朝より年祝いの会員の皆さま、応援団でご参
拝されました皆さま、心よりお祝い申し上げます。今
後より一層のご多幸をお祈りいたします。
［誕生祝］

［結婚祝］

○永井富士雄君・藤見泰之君・井上雅文君

山下洋一郎君 6.3

山本 円君

6.6

年祝いの会員の皆さま、おめでとうございます。ご来

玉田光識君

6.13

倉崎保広君

6.15

訪の皆さま、熊本南RC全会員の無病息災を祈願しスマ

齊藤直信君

6.18

原 裕一君

6.17

イルいたします。

久峨章義君

6.18

田中裕司君

6.20

田中裕司君

6.20

桑原幸雄君

6.27

○杉田辰彦君

Ⅴ

おかげさまで本日卒寿のお参りをすることができま
した。熊本南RCの皆さまのお支えに感謝いたします。
○野口泰則君

Ⅹ

今日、代継宮におきまして、年祝いの儀を受けさせて
いただきました。私は古希の祝いになります。これも
ひとえに熊本南RCの皆さまのおかげと感謝いたしま
す。また、参加の皆さまのご多幸を心よりお祈り申し
上げます。本当にありがとうございました。
○寿崎
［誕生祝］

肇君

昨日6/4、竹田RC創立60周年記念式典の記念講演、藤
高郁夫先生の「新しいエンターテインメントを目指し
て」は、和太鼓で世界中を飛び回り、いかに観客に喜
んでもらえるか日々改善のお話で勉強になりました。
また、今朝の代継宮での年祝い祈願祭は本当にありが
たいひと時でした。坂本幹事に同乗させていただき、
ありがとうございました。
○園田修司君・告坂和紀君
本日、年祝いの儀を代継宮にて執り行っていただき、

［結婚祝］

ありがとうございます。厳粛な儀で心も体も引き締ま
り、厄のない一年になりそうな気がします。今日の夜

尚、本日18：30～松葉にて「年祝い親睦会」を開催いた

は皆さんに厄払いをしてもらえるのを楽しみにして

します。ご参加の方はよろしくお願いいたします。

います。まだまだ若輩ですが、今後ともよろしくお願
いいたします。
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○園田修司君

を体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内に戻し、

出席委員の園田です。5/22の100％出席目標例会への

がんと戦う力を増強させます。この療法を「免疫療法」

ご協力ありがとうございました。皆さまのおかげで

といいます。

100％を達成することができました。木村委員長も遠
くで喜んでいることと思います。今後とも出席率向上
へのご協力をよろしくお願いします。
○井上雅文君
本日例会場に到着したところ、スーツの第一ボタンが
ちぎれてしまっていることに気付きました。そこでホ
テル日航熊本のクロークに相談したところ、「大丈夫
ですよ」と快くボタンを縫い付けていただきました。
平井様という若い女性のスタッフさんでした。きっと
田川会員の教育の賜物であろうと関心いたしました。

◆6/5（月）年祝い祈願祭＆親睦会＠代継宮・松葉

●会員卓話（古財良一君）
「第4のがん治療 免疫療法について」
倉持恒雄様（がん免疫研究所）

【略歴】
東京都出身
1970 年 東京大学医科学研究所
1971 年 米国ミシシッピ大学医学部留学（文部省留学
生）
その後、カナダ・モントリオールマギール大学ロイヤ
ルホスピタル・クリニカルフェロー、オレゴン大学内
科学・免疫部門助教授。
帰国後、聖マリアンナ医科大学内科学講師・助教授、
大学病院免疫科科長を経て、現在に至る。専門は細胞
免疫学。
【免疫療法とは】
本来、私たちの体には「免疫」というシステムが備わ
っており、侵入してきた細菌やウイルスなどを攻撃、
排除しています。がんも例外ではありません。このシ
ステムには様々な「免疫細胞」が関わっており、｢自
己＝自分自身｣と｢非自己＝異物・抗原｣を見分けて「非
自己」を攻撃・排除しているのです。体内では、毎日
3,000～6,000 のがん細胞が発生しています。死因の 1
位を占め、全死因の 3 割弱、つまり 7 割以上の人はが
ん細胞を持ちながらがんにならないのは、
「免疫細胞」
が休むことなく働いてがん細胞を退治しているから
です。ところが、加齢やストレスなど様々な要因から
「免疫細胞」が衰えてしまうと、がんの発症を防ぎき
れなくなります。そこで、弱ってしまった「免疫細胞」
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