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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　　3月19日（水） 次週予告　　3月26日（水）
● ソング

● プログラム

「それでこそロータリー」
　　　　　　栗田　義博　会員
「卓　話」
　　　　　　谷口　敏彦　会員

● ソング

● プログラム

「われらの生業」
　　　　　　川添　裕照　会員
「卓　話」
　　　　　　山本章太郎　会員
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会長　大西　利哉

　今月は識字率向上月間です。
　識字率向上は1986年以来、国際ロータリー
の強調事項です。地域社会で、読み書きを向
上させるプロジェクトを支援します。地域の
識字水準が、その地域の生活水準に直結す
る、という観点から、この月間中に読み書
き、計算のできない人たちを援助するため
に、ロータリー地域社会共同体、ローターア
クトクラブ､インターアクトクラブ、世界社会
奉仕、ロータリーボランティア、その他の既
存プログラムを通して、識字率向上に取り組
んでいます。今回、国際ロータリーは、世界
的な識字推進団体・国際読書協会と協力し合
い、世界的な識字推進を目指す社会奉仕プロ
ジェクトを、開発中です。
　ユネスコ（国連教育科学文化機関）による
と、世界で9億人以上の人々は読み書きができ
ません。その3分の2は女性です。成人、そし
て子どもに向けて､読書のプログラムを企画す
ることや学校に本を寄贈すること、そして地
元の図書館を援助することが要請されていま
す。
　なお、2006‒07年度から、識字率向上月間は
7月から3月に変更になりました。

ロータリージャパンHP　関連資料より

◆卓話
田中　哲三　会員

　日本再生戦略の４項目の一つ“国民の「健
康寿命」の延伸”について“抗体医薬と再生
医療”のテーマで、
自説を展開、また今話題のSTAP細胞について
も解説した。
≪卓話要旨≫　拡大する医薬品市場・国民医
療費の増加（医薬・医療の高額化）・医薬品
の大幅な輸入超過、加えて日本発の新たな医
薬品が出てこない現状がある。バイオ医薬品
の安定製造プロセス開発や再生医療の開発を
強力に進めるため、霞が関縦割り行政の見直
し・産官学の協力体制、・規制緩和が図られ
る計画である。
　製造に手間暇がかかる⇒要素技術をﾄｰﾀﾙｼｽﾃ
ﾑ化、抗体（標的）と抗原（弾）を見つけるの
が大変⇒ｽｰﾊﾟｰｺﾝﾋﾟｭｳﾀｰ京の活用等により抗体
医薬を安定して・低コストで製造する目的
で、昨年９月次世代バイオ医薬品製造技術研

会長の時間 プログラム

第995回例会報告 3月12日（水）
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ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES
R.I.会長テーマ

“ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生を”
会長 ロン・Ｄ・バートン

第2680地区 宝塚中ロータリークラブロータリーを
実践し

みんなに
豊かな人生を

ロン D. バートン
2013-14年度RI会長

究開発組合が発足し、本部は神戸ポートアイ
ランドにおかれている。
　再生医療は卵細胞使用の倫理問題から、体
細胞から万能細胞をつくるｉＰＳ細胞が注目
を浴びている。万能細胞が分化し幹細胞が形
成され更に各器官が出来て行く。幹細胞を患
部に導入することで器官が再生し治療するこ
とが可能となる。（自分の皮膚から採取した
繊維芽細胞を培養し、表皮下に注入する美肌
形成は実用化されているが、１～２年毎に再
注入する必要がある）
　ＳＴＡＰ細胞は、遺伝子導入等の操作なし
に、外部の刺激で体細胞が万能細胞化したも
の。植物や一部動物では存在しているが、哺
乳類特に人の細胞は分化が記憶されているの
で、原則回帰は不可能と言われている。事実
であれば、常識を覆す快挙である。ただ、他
の研究者による再現が確認されないなど問題
はある。

○槇野　稔　君
　先週、地区大会ごくろうさんコンペに参
加してきました。
　ガバナーとプレイ出来て楽しかったで
す。ニコニコ
○那須　範満　君
　武庫川ロータリークラブのゴルフコンペ
で２位になりました。
○田中　哲三　君
　本日の卓話、上手にまとめられるでしょ
うか？よろしくお願いします。

　　本日合計　　　　　　￥23,000円
　　本日までの累計　　　￥579,000円
（累計を修正しています。田村　久子記）

◆本日のソング
「四つのテスト」

槇野　　稔　会員

◆出席報告

◆幹事報告
・宝塚市市制60周年記念式典において、宝塚中
RCが“功労賞”を頂く事になりました。
・鏡石第一小学校よ
り、校旗等の寄贈
の御礼の感謝状が
届いております。
・4月5日「忘れない 
de 東北」音楽と食
のフェスタ、宝塚
からの贈りもの実行委員会の社会奉仕活動
（宝塚RC協賛）が行われます。　

◆スポット
◯地区大会で表彰さ
れました坂上安夫
会員・阪上栄樹会
員の20年皆出席表
彰状と記念品が届
きました。おめで
とうございます。
◯バレンタインチョコのお返しに、今年もミニ
胡蝶蘭を女性会員の皆様に贈りました。
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ひとくち

回転寿司チェーンの経営が苦しくなって
います。原価の高騰や円安による輸入費
用の増加で利益率が低下している上に、
ここ数年はお客が回転しているレーンの
寿司を食べなくなってきています。直接
板前に対してオーダーすることが多く、
職人が足りなくなっているのです。ロ
ボットがシャリ玉をつくり、その上にネ
タを乗せて握ったふりをしている寿司は、
消費者に避けられる傾向にあります。本
当のすし職人を雇うためには、高い人件
費が必要となるため、簡単には職人を増
やせないのです。回転ずし危うし。
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