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PEACE THROUGH SERVICE
R.I.会長テーマ

“奉仕を通じて平和を”
会長 田中 作次

第2680地区 宝塚中ロータリークラブ

本日の例会　　10月24日（水） 次週予告　　10月31日（水）

第928回例会報告 10月10日（水）

第929回例会報告 10月18日（木）

● ソング

● プログラム

「それでこそロータリー」
　　　　　　馬場　和代　会員
「卓　話」
　　　　　　竹原　善記　会員

● ソング

● プログラム

「われらの生業」
　　　　　　吉田　忠司　会員
「卓　話」
　　　　　　阪上　栄樹　会員
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▼第928回　　　　　　　10月10日（水）

会長　蓮尾　春輝

山中伸弥氏にノーベル賞（医学生理学賞）
　スウェーデンのカロリンスカ研究所は8日、
2012年のノーベル医学生理学賞を英国のジョ
ン・ガードン氏と日本の山中伸弥氏の2人に授
与すると発表しました。
　1962年　大阪府生まれ　50歳
　大阪教育大付属天王寺校
　81年　神戸大学医学部入学
　87年　卒業後　整形外科の臨床研修医になる
　　　　薬理学の基礎研究に転身。
　93年　大阪市大大学院修了
　　　　米グラッドストーン研究所に留学
　96年　大阪市大医学部助手
　99年　奈良先端科学技術大学院の助教授
　2004年　京都大学教授
　　06年　マウスの体細胞に4種類の遺伝子を
　　　　　組み込み細胞の初期化に成功
　　07年　ヒトの皮膚から人口多能性幹細胞
　　　　　（iPS細胞）を世界で初めて作り出
　　　　　した
　　08年　ロベルトコッホ賞
　　　　　（ドイツ医学会最高の賞） 
　　09年　ラスカー賞（米国最高の医学賞）
　　10年　京都大iPS細胞研究所長、
　　　　　米カリフォルニア大教授

　　12年　ノーベル賞受賞
　　　　　（開発6年後のスピード）

◎iPS細胞（人工多能性幹細胞）
　INDUCED‥‥人工
  PIURIPATENT‥‥多能性
  STEM CELL‥‥幹細胞
  i：小文字の「i」にはiPod（携帯音楽プレー
ヤー、アイポッド）のように普及してほしい。
皮膚や血液など既に成長した体細胞に遺伝子
を組み込むことで、細胞をリプログラミング
（初期化）し、さまざまな種類の細胞になる
能力（多能性）と、ほぼ無限に増殖できる能
力を持たせた細胞

◎ES細胞（胚性幹細胞）
　受精卵を壊して分裂した細胞を取り出して
培養

◎研究の歴史
　ジョン・ガードン（英国）
　1962年　核を取り除いたカエルの卵子に、オ
タマジャクシの腸の細胞核を移植し刺激を加
え、オタマジャクシを発生させることに成功。

↓
　「クローンカエル」
　腸の細胞核にも体全体の設計図が存され受
精卵に戻せることを示した。
　1981年　英国のマーティン・エバンス博士
　　　　　マウスのES細胞の作製。
　1996年　英国のイアン・ウィルムット博士

会長の時間



　　　　　クローン羊「ドリー」を誕生させた。
　1998年　米国のジェームズ・トムソン博士
　　　　　人工の受精卵からES細胞を作製。
　2006年8月　山中伸弥教授
　　　　　マウスのヒフからiPS細胞作製
　2007年　山中教授とトムソン博士が、それ
　　　　　ぞれに人のiPS細胞を作製

◎実用化　欧米と
のせめぎ合い
　2006年　マウス
でのiPS細胞作製は
山中教授が初めて
　2007年　11月に
人のiPS細胞作製を
発表したとき、米
国チームと同着
　米国立衛生研究
所の幹細胞研究費
900億円。
　カリファルニア
州には 1 0 年 間に
3000億円という規
模で資金面の支援
を行う組織が設立
される。お金と人
を集中投下しなが
ら「ブルドーザーのような勢い」
　日本の幹細胞　再生医学関連の研究予算
（2013年）120億円
　iPS細胞研究をはじめとする再生医療の知的
財産獲得競争は、創薬や医療への応用が見込
まれ激しさを増す。
　iPS細胞研究所（サイラ）には「知財契約管
理室」があり、知財に関する管理や特許出願
を担っている。製薬会社などから来た4人の知
財特許プロが働いている。

◎倫理的問題
　iPS細胞はES細胞の受精卵を壊して作るとい
う大きな倫理的問題を回避できたということ
は、バチカンが好意的反応をしている事から
も理解出来る。「人（受精卵）を殺さず、沢
山の病気を治すことにつながる重要な発見
だ」と2007年当時、バチカン生命科学アカデ
ミー所長だった聖職者のスグレッチャ氏のコ
メントである。
　しかし、私は「諸刃の剣」であると思います。
　予想だにしなかったような多大な福もある
と思いますが、また、同じように想像を絶す
るような禍もあるかも知れないという漠然と
した恐れも抱いています。
　山中教授も社会的コンセンサスが早く必要

であると述べておられます。
　早くというのは、どちらかというと社会が
早く追いついて来なさいというニュアンスか
なと思いました。

「職業奉仕委員会」
委員長　川添　裕照

職業奉仕セミナーの講演
（平成24年9月2日）
於：神戸ポートピアホテル
（1）「職業長奉仕ってなに？」

三木　明（姫路RC）
　1905年2月23日、ポールハリスの思いつきか
ら始まったロータリークラブは、最初「親睦
と相互扶助」だけの社交クラブであった。互
恵主義、経営相談所的、エゴイスティックな
団体と見られていた。地元の名士であるドナ
ルドカーターも入会を勧められたが「自分た
ちだけが幸せであればよいというようなエゴ
イスティック団体に誰が入るものか」と言っ
て拒否されました。それからRCは、「世のた
め人のためのクラブ」、社会的に認知される
団体へと進んで来ました。
「心をみがく」とは？　倫理を高める、職業
倫理を中心にものを考えること。自己研鑽し
倫理を提唱する団体がRC。「心の田畑を耕
す」（二宮尊徳）「例会は人生の道場」（米
山梅吉）「ロータリアンは、ロータリーとい
う精神的な世界から、それぞれの職業分野に
派遣された大使なんだ」（ロータリー大使
論）
職業奉仕の心は「相手に対する思いやりの
心」即ち「愛の心」です。

（2）「経営者の資質と、男のロマン」
三枝　輝行（大阪西RC）

●熊本岩田屋の撤退。百貨店存続の危機…建売
屋さんと印刷屋さんが来られて再建のお願

２

プログラム



　い。
　お断りするが何度も来られるので相談に乗
る。現地にいって実際にその百貨店を見る。
　空港に知事、市長、関係者の出迎え。「熊
本県を助けて欲しい」。百貨店ほか関連企
業の社員が5千人が失業する。
●助けることを決断、阪神がバックアップ。
世間に広まると、銀行、企業からの融資が
殺到。
●再建に来られた建売屋さん印刷屋さんを社
長、副社長に抜擢。素人の方がよい、経験
が悪くする場合がある。3年面倒をみる。1
階を特価の食品売場に。
　県、市、商店街等がバックアップ。株式会
社県民百貨店として営業。
●あるパーティーで熊本の銀行の頭取が三枝
さんの手を握り「熊本県を助けてくださっ
た」と仰ってくださいました。その時、男
のロマンを感じたそうです。彼にとって熊
本は第二の故郷だそうです。

◯古川彰治　君
　久し振りに明るいビッグニュースでした
ネ。ニコニコ。　錦織圭も優勝しました。
ニコニコ
◯栗田義博　君
　私の予想通り山中伸弥先生がノーベル賞
を受賞しました。私が卓話でiPS細胞の話を
したことを覚えていますか。私の次の予想
では山中先生は日本人初の2度目のノーベル
賞をいつか受賞されると思っています。
ニコニコ
◯草野　旦　君
　やっと秋風が吹いて来ました。
ニコニコ……。
◯谷口敏彦　君
　欠席のおわび
◯矢野浩臣　君
　10月は米山月間になります。現状を維持
するためにも1人平均15,000円の寄付金が必
要となりますので、ご協力をお願い致しま
す。

本日合計　　　　　　　　30,000円
本日までの累計　　　　　272,000円

（細川　洋一　記）　　

◆本日のソング
「四つのテスト」

野木　久子　会員

◆出席報告

◆幹事報告
幹事　槇野　稔

・本日例会終了後、20周年例会の準備委員会
　を行います。
・来週17日は休会で、18日木曜日に3クラブ合
　同例会を行います。
・14日ロータリー財団委員会がポートピアホ
　テルで行われます。
　中村、大門両会員に出席をお願いしており
　ます。
・明日11日は2680地区チャリティーゴルフ大
　会が行われます。古川、田中、桑田、槇野
　の4名が出席します。
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▲10月11日2680地区チャリティゴルフ大会がよみうり
　CCで開催されました。
　当クラブからは桑田会員・古川会員・槇野会員・田中
　会員が参加。
　槇野会員が上位入賞されました。

週間報告

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
9月26日

本　日 31

31

3

3

28

28

23

24 3

82.14

96.43

ニコニコ箱

訂正
第927回例会報告「理事・役員議事録」で
　②下期会費の増額　→　②下期会費の前倒
と訂正致します。



▼第929回　　　　　　　10月18日（木）
宝塚3RC合同例会

《ご　挨　拶》
宝塚武庫川RC会長　正木　隆造

1　本日は、2012-2013年度における、最初の、
3クラブ合同例会です。同じロータリークラ
ブに所属していても、また、宝塚にあるロー
タリークラブに所属していても、顔を合わせ
ることがない人も多いわけでありまして、こ
の機会に交遊を深めて頂きますように、お願
い申し上げます。
2　当宝塚武庫川ロータリークラブとしまして
は、3クラブの交流を深めるために、メーキ
ャップをしやすくすることを、宝塚クラブさ
ん、宝塚中クラブさんにご提案をしておりま
す。
　すなわち、3クラブの会員が、他の2クラブに
メーキャップに行った場合には、会員個人か
らは、ビジターフィを頂かないことにしては
どうかという提案をしております。但し、ク
ラブ間では、負担が不公平になってはいけな
いので、メーキャップの多い少ないに応じ
て、精算はしましょうという提案をしていま
す。
　このことによって、他のクラブが自分のクラ
ブのように身近に感じられるのではないかと
思っています。是非とも、ご検討のほどよろ
しくお願いします。
3　本日の出し物は、当クラブの恒例の落語で
あります。当クラブは、毎年秋に、ぴぴあ売
布にて「ロータリー寄席」というものを開催
しております。今年も、先日、11回目を開催
しました。多数の人に聞きに来てもらってい
ます。その薫りをお伝えしたいと思います。
4　なお、我がクラブは、来年、大室会員がガ
バナーになられます。そのことにつきまして
は、ご本人がおられますので、後ほど本人に
ご挨拶をして頂きますので、私からのコメン
トは差し控えさせて頂きます。
5　本日の1時間が、3クラブの会員の充実した
交流の場になることを祈念しまして、私のご
挨拶とさせて頂きます。

《ご　挨　拶》
RI2680地区　ガバナーエレクト　大室　　

　RIの現状の一端と、次年度のRI会長ロン・D
バートンさんの活動方針
●田中作次RI会長　ターゲット…「Peace 
through service」
●松宮　剛RI理事　現状分析
　1.　RIの認識は「ロータリーは人道的奉仕活
動の世界的ネットワ－クであり、クラブはそ

の一単位である。」
　2.　ロータリーの公共イメージの向上を目指
す。
　3.　「RIの戦略計画」「未来の夢計画」を推
進する。
●ロン・Dバートン次年度RI会長　活動方針
　1.　「service above self」を職業奉仕に。
　2.　日常生活は「4つのテスト」で。
　3.　「未来の夢計画」が始まります。「RIの
戦略計画」を取り入れてください。
●次年度2014年6月を国際大会はシドニー

《乾　杯》
宝塚中RC会長　蓮尾　春輝

◆卓話
　「落語」

落語家　林家　染左

《閉会挨拶》
宝塚RC会長　中西　範彦

　本日は、宝塚武庫川RC様のホストによる
3RCの合同例会で御座いましたが、本当にゆっ
たりと愉しい時間を過ごすことが出来ました。
いろいろとご高配を賜り準備頂きました武庫川
RC様に、心からの御礼と感謝を申し上げたい
と存じます。誠に有難う御座いました。
　今回が本年度最初の「合同例会」で御座いま
すが、これを機に3RCの会員の皆様が相互に親
密を深めて情報交換しながらロータリー活動が
さらに活性化する事を祈念致したいと存じま
す。
次回の合同例会は、宝塚RCのホストにより新
年1月21日に開催の予定で御座いますが、本日
のように和やかで愉しい例会となります様大勢
の皆様のご参加、ご出席を賜ります様伏してお
願い申し上げまして、誠に措辞ですが閉会の挨
拶にさせて頂きます。本日は有難う御座いまし
た。
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◆本日のソング
「手に手つないで」

　宝塚武庫川RC　畑　昌明　会員

◆出席報告
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ホームページ
http://www.tknakarc.com

事務所 FAX番号　0797ー83ー1110
事務所 Eーメール　tknaka＠tknakarc.com

ひとくち

　メガネ業界の話題です。「ワンプラ
イス」と呼ばれるフレームとレンズ一
式価格の登場で、メガネ業界はこの１
０年間、激しい低価格競争を繰り広げ
ています。一式価格にいち早く対応し
た大手チェーンは出店攻勢をかけ、旧
来の販売手法を続けるチェーンは店舗
網の縮小を余儀なくされるなど勝ち負
けが鮮明になっているようです。メガ
ネ業界の売上高はこの約１０年で、５
６００億円から３９００億円に縮小し
ています。平成２３年度、「眼鏡市
場」を運営するメガネトップが、長年
業界トップに君臨してきた「メガネの
三城」を抜いて業界首位になっていま
す。どの業界も気を抜けませんね。

週間報告

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
10月3日

本　日 31

31

3

3

28

28

15

22 2

53.57

85.71
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