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Weekly Report 
「ロータリー：自ら元気に楽しもう！他者

ひ と

のお役に立とう！」  

～ サービスを通して ～ 

  

 

 

本日の例会「会員卓話・田中幹人会員」             次回例会「地区 IT公共イメージ委員会」 

≪ゲスト卓話≫ 

『全国Ｂ型肝炎訴訟九州原告団の成り立ちと活動』 

全国Ｂ型肝炎訴訟九州原告団 佐々木義明 

みなさん、こんにちは。私は全国Ｂ型肝炎訴訟九州

原告団の佐々木義明と申します。この度は貴ロータリ

ークラブにおいて卓話の機会を得ましたことに対し

て、深く御礼を申し上げます。また、日ごろより奉仕

の精神の下、精力的な活動を続けていらっしゃる皆さ

ま方に深く敬意を称します。 

 

『私たちは、過去に行われた集団予防接種における注

射器の回し打ちによってＢ型肝炎ウイルスに感染さ

せられた患者とその家族によって構成され、国を相手

取り、謝罪と感染被害者救済を求めた原告団でありま

す。 

昭和２３年から開始された集団予防接種は４０年 

 

にわたって続けられ、４５万人（厚生労働省推計）も

の未曾有の感染被害者を出しました。その中の多くが

肝炎を発症し、肝硬変から肝がんへと進行し、若い命

を落とした者もいれば、辛い闘病生活を余儀なくされ

ている者もいます。注射針の連続使用によってある日

突然発症し、人生を狂わされ、未来の夢も何もかもを

失った挙句に、世の中の差別偏見に苦しめられている

感染被害者は決して少なくありません。 

 

平成元年に札幌地裁で始まった裁判は、敗訴の連続

でした。平成１８年に最高裁判所が「国の責任」を認

めたにもかかわらず、国は救済を拒み続けました。そ

こで私たちは全国各地で一斉に立ち上がったのです。

国の責任を街頭で呼びかけ、署名活動をし、雨の降り

しきる中でも、厚生労働省の前で抗議の声を上げ続け

ました。 

 

平成２３年、国はやっとの思いで「国の責任」を認

めて謝罪し、「基本合意」を締結した上で、感染被害

者に対して給付金などに関する「特別措置法」を定め

ました。やっとの思いで、救済という当たり前のこと

が行われるようになったのです。しかし、救済された

のはこの６年間で僅か２万人ほどです。 

 

今私たちは、一向に進まない感染被害者の個別救済

と、肝炎患者が差別偏見のない安心して暮らせる世の

中を目指して活動を続けています。肝硬変、肝がん患

者への医療費の助成制度の創設を国に働きかけ、肝炎

ウイルス検査受検の啓発活動をし、医療系の大学や専

門学校において、Ｂ型肝炎への正しい知識の普及と患

者の思いを伝える「患者講義」を行うなど、その活動

は多岐にわたります。最後の一人が救済されるまで、
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【本 日】会員数 44名 出席 31名 欠      席 1名 出席規定免除会員（12）出席 9名  ビジター0名 出 席 率 97.56％ 

【前々回】会員数 44名  出席  29名 メークアップ 3名  出席規定免除会員（12）出席 4名        修正出席率 100.0％ 
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私たちの活動に終わりはありません。貴ロータリーク

ラブの会員の皆さまにも、私たちの活動にご理解とご

支援を頂ければ幸いに存じます。』 

最後に、皆さま方のご健康とご活躍を祈念申し上げ

て、私のつたない話を終わらせて頂きます。ご清聴あ

りがとうございました。 

 

【プロフィール】佐々木義明 昭和２２年１０月６

日生まれ（７０才）長崎市在住 

大学中退後、２６才のとき兄と共に進学予備校育英

学館設立、以後３２年間教鞭を執りつつ経営に携わる。

Ｂ型肝炎ウイルスを原因とする肝がん発生で生体肝

移植を２度受けて命を繋いだものの、経営を断念する。

その後全国Ｂ型肝炎訴訟九州原告団にて活動する。 

 

 

 

《会長挨拶》 

峯 徳秀 会長 

前々回例会より中島閏二パスト会長、本日より村上

初代会長が復帰されました。どうぞ、ご無理をされず

に例会にご出席頂ければと思います。 

また、本日卓話を頂く全国Ｂ型肝炎訴訟九州原告団 

佐々木義明様のご来訪に心より感謝申し上げます。 

さて、本日は記念すべき第 1500回例会を迎えまし

た。年間平均例会数 45回を 33年間継続し、創立３４

年目を迎えて本日第 1500回例会を迎えたという計算

になります。とは言うものの、ここまで例会数を積み

重ねてくるには、クラブ全体で素晴らしい例会を作り

上げようという意識は当然のことながら、例会プログ

ラムのスピーカーとしてご協力頂いた皆様、また例会

開催に際し携わって頂いた皆様のお力添えの賜物で

あります。今ここに、感謝気持ちをお伝えしたく存じ

ます。 

そういった状況のなかではありますが、本日は会員

の皆様へたいへん重要な報告があります。当クラブの

例会場に関することですが、創立から２年間は 

玉屋別館にて開催され、３年目よりこの会場にお世話

になっておりましたが、この度西沢会員からのお申し

出により、例会場の変更を余儀なくされる状況と 

なり、本年１２月１８日の例会が本会場での最後の例

会となります。尚、年が明けて平成３０年１月最初の

例会（１月１５日開催）より京町セントラルホテ 

ル様への変更となります。併せて現事務局も、年末か

ら年始にかけてセントラルホテル様斜め前にありま

すＮビル３に転居いたします。 

本例会場、西沢さんには３０有余年お世話になり本

当にありがとうございました。尚、西沢会員には例会

場変更後も我々の仲間として引き続きよろしくお願

い致します。 

 

《幹事報告》 

渡会祐二 幹事 

1.例会変更 

有田ＲＣ  

10月 17日（火）12：30～→18：30  

保名（観月例会の為） 

 10月 31日（火）休 会 

（定款第 8条第 1節により） 

伊万里ＲＣ 

10月 18日（水）12：30～→18：30～      

ロイヤルチェスター伊万里 

（伊万里西ＲＣとの合同観月会のため） 

 11月  8日（水）12：30～→18：30～ 

ロイヤルチェスター伊万里（夜例会のため） 

佐世保中央ＲＣ 

10月 19日（木）12：30～→ 

10月 21日（土）18：30～四ヶ町パーキング 2階  

NEO（旭川空港ＲＣとの合同例会のため） 

            

2.来信            

・（公財）ロータリー米山記念奨学会 

➀財団設立 50周年記念式典 キャンセル待ち受 

付終了のお知らせ 

②ハイライトよねやま vol.211 

・国際ロータリー日本事務局 

 〔RIJO FAQ〕システム移行に関するお知らせと 

配信履歴 

・ガバナー事務所 

① 10月 My Rotary 登録表 

  ②遺贈友の会について 

 ③ロータリー財団セミナーのご案内 

  日時：１１月１２日（日）登録受付 12：30  

開会 13：00 終了予定 17：00   

場所：東彼杵町総合会館 



 ･地区大会事務局 

①個人表彰者物故者の確認 

個人表彰：緒方信行会員 30年連続出席者表彰 

②地区大会交通手段等の確認について（調査） 

･有田ＲＣ 

 「2017～18年度インターアクト年次大会報告書」 

・佐世保ＲＣ 

 2017～2018年度 佐世保市内 8ＲＣ合同 

第 2740 地区 駒井英基ガバナー公式訪問歓迎懇

親会のご案内 

 日時：11月 1日（水）18時 30分～ 

場所：佐世保ワシントンホテル 桜川 

会費：6,000円 

･聖和女子学院 

 第 36回聖和音楽のつどいのご案内  

10月 28日（土）13：30開場 14：00開演 

アルカス SASEBO大ﾎｰﾙ 

・長崎県共同募金会佐世保支会 

  平成 29年度 共同募金運動への協力について 

 ･ＮＰＯ法人 チーム・フォー・バイ・フォー 

  News 4×4 10月号 

 ･公財）佐世保地域文化事業財団   

アルカス SASEBO情報誌「コンパス秋号」 

 ･佐世保市役所文化振興課  

第 6回させぼ文化マンス実行委員会 

第 6回させぼ文化マンス広報ご協力のお願い 

3.伝達事項  

①10/19（木）18：30 よりｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌｧｰｽﾄｲﾝ佐世保に

て第 4回理事会を開催致します。 

②Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙ登録のご協力を引き続き宜し

くお願いいたします。 

➂10/23（月）次回例会は会員卓話 田中幹人会員

です 

 

《委員会報告》 

職業奉仕委員会  宮原明夫委員長 

 

職場訪問事業報告 
大島造船所への職場訪問を平成 29年 10月８日（日）
に秋晴れの好天の中実施した。 
 参加者は、峯会長、渡会幹事はじめ会員 17名、ご
夫人９名およびご家族８名（小学生以下７名））であ
った。 
 佐世保駅前を９時半に出発、パールラインを通って
10 時半過ぎに大島に到着、大島造船所の迎賓館であ
る『オリーブベイホテル』のゲストサービス部長山崎
陽一様より簡単な会社概要の説明を受けた後、バスで
約 40分間、造船所の中を見学した。大島造船所は、
昭和 48年に長崎県と大島町の企業誘致で設立、その
後いくつかの危機を乗り越え、現在は不況な造船界の
中で徐々に業績を伸ばし、バラ積み貨物船の新造に特
化、現在は年間 40隻の新造船を受注しており、業績
は日本一とのことであった。従業員数も、大島町民

500 名、外国人労働者 200 名を含め約 3000 人で、法
人税を西海市や長崎県に納めるだけでなく、従業員や
町民合わせて 5000人規模のバーベキュー大会を造船
所内で開催したりもしているとのことでした。会社の
モットーは「明るい大島、強い大島、楽しい大島」で、
船主に対してだけでなく、社員や地域の住民を大切に
している会社ではないかと感じた。 
 見学後は、オリーブベイホテルの海の見えるレスト
ランで、お肉やお魚のランチコースに舌づつみ、ビー
ルやワインなども楽しんだ。 
 昼食後は同ホテルのスイートルーム（１泊約 18万
円）などを見学させていただき、その後再びバスに乗
車、大島町を後にした。 
 佐世保へ戻る途中、針尾の旧佐世保無線電信所（国
指定重要文化財）に立ち寄り、ボランティアの方から
約 30分案内を受けた後、15時過ぎに佐世保に戻って
きた。 
 今回の職場訪問は、県内有数の企業である「大島造
船所」を見学、その時代に応じた多角的な経営のみな
らず、従業員や地域住民に対する「職業奉仕の実践」
を知る機会となり、加えて、会員および家族の親睦を
深める機会にもなった有意義な一日であった。 

 

 

 

 

 

 

  

  



本日の合計 34,000円        累計 490,000円 

1018000円 

 

IT会報委員会 委員長 /公門新治   委員 / 中島閏二 松永祐司 船津 学 松田亜由美  （記事担当 公門新治 ） 

《ニコニコボックス》 

             田島 慎親睦活動委員 

 

峯 徳秀 会長 湯口純二 副会長 渡会祐二 幹事 

１０月８日の職場訪問にご参加の皆様にはありがと

うございました。職業奉仕委員会の皆様のおかげで、

すばらしい会になったと思います。 

全国 B 型肝炎訴訟九州原告団 世話人 佐々木義明

氏のご来訪を心より歓迎いたします。本日の卓話を謹

んで拝聴いたします。 

村上先生、お帰りを会員一同心よりお待ちしておりま

した。先生のお元気なお顔を見れて、たいへん嬉しい

です。 

本日は、初代会長の村上先生にもご参加いただき、当

クラブの第１５００回例会を迎えることができまし

た。クラブ会員の皆様の弛まぬご尽力のお蔭と感謝し

ております。 

来年度の３５周年、そして第２０００回例会に受けて、

会員の皆様には今後ともどうぞよろしくお願いいた

します。 

 

村上寅雄君 

峯会長、渡会幹事 すっかり慣れましたか？ 

私もなんとか半年ぶりに出席することができました。 

今後はできるかどうか分かりませんが、時々出席する

つもりでおりますが…。 

皆様と例会をできることを楽しく思います。 

本日お越しいただきました、佐々木義明様の卓話、楽

しみにしております。 

二ノ宮 健君 富田耕司君 永田武義君  

村上寅雄初代会長の出席、ありがとうございます。 

お元気そうでなによりと思います。 

 

緒方信行君 

久しぶりに、村上寅雄初代会長の元気なお顔を拝見し

て、大変嬉しく思います。先生の笑顔が北クラブの財

産です。 

昨日は、佐世保水泳協会創立７０周年記念祝賀会に、

多数ご参加いただき、誠にありがとうございました。

会長として心より感謝申し上げます。 

 

牧野博一君 

全国 B型肝炎訴訟九州原告団の佐々木義明様、お忙し

いところ、又、長崎よりご来訪頂き大変ありがとうご

ざいます。本日は貴重なお話を拝聴出来ますこと楽し

みにしております。 

 

渡会祐二君 

小学一年生の娘が、このたび、ＭＯＡ美術館児童作品

展の書道の部で特別賞をいただきました。娘の受賞は

初めてのことなので、嬉しい限りです。親バカ全開で

すみませんが、ニコニコします。 

 

公門新治君 

10月 10日、東京大田市場にて、ＪＦＮ全日本技術選

手権に九州代表として参戦してきました。７年挑戦し

てきて初の全国大会でしたので気合を入れて挑みま

した。 

結果は２位！！ 東京都知事賞（小池百合子さんの名

前入り！）を頂きました。 

これからも努力し邁進し続けます。よろしくお願いし

ます。 

花は“くもん”まで！花は“くもん”まで！！ 

お願いします。 

 

福田俊郎 君  平石晃一 君  藤井良介 君 

古賀新二 君  中野雄一郎君   宮原明夫 君 

森  豊 君  蒲池芳明 君   松田信哉 君 

小川一貴 君  小川 寛 君   田島 慎 君 

船津 学 君  鐘ヶ江和重君  小西研一 君 

中川信次 君       

全国Ｂ型肝炎訴訟九州原告団 世話人 佐々木義明

さんのご来訪を心より歓迎いたします。謹んで拝聴さ

せていただきます。 

本日は、クラブ第１５００回例会を迎え、久しぶりに、

初代会長村上先生もご参加いただき、村上先生のお元

気なお顔を見れて、大変うれしく思います。 

 

村上寅雄初代会長 

が帰ってこられました！ 

 

記念すべき第 1500回例会に合わせ、自宅療養されて

いました村上寅雄初代会長が帰ってこられました。 

素敵な笑顔を見せていただきました。 

 

 


