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2012-13年度当クラブテーマ

『活力あるクラブ作り』

四つのテスト

１．真実かどうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４. みんなのためになるかどうか

例会状況報告

第36回 4月2日
通算1641回

◎会員数 ７２名
◎出席規定免除者数２４名
◎出席義務者数 ４８名
◎欠席者 ８名
◎出席者 ５７名
◎出席率 ８７．６９％

第34回 3月12日
通算1639回の修正

◎会員数 ７２名
◎出席規定免除者数２４名
◎出席義務者数 ４８名
◎欠席者 ９名
◎補填者 ８＋１名
◎出席者 ６６名
◎出席率 ９８．５１％

例会プログラム

第37回 4月7日

通算1642回

１．開会の点鐘

２．ソング

「４つのテスト」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 河本 英典

Bridge the Gaps

会 長 報 告

本日第10回目の定例理事会が開催されましたので、報告します。
〇報告事項
●地区大会出席について、堀内出席委員長より説明がありました。

●新世代育成基金奨励金について。地区より２０万円頂くことにな
りましたので、その事を藤井委員長より説明がありました。
●社会奉仕委員会が行なった特大献血マスコット寄贈並びに第2回

献血協力について、宮西委員長より報告があり、決算報告を承認致
しました。
〇審議事項

●4/6（土）に行われます春の交通安全週間市民決起大会参加につ
いて、宮西委員長より説明が有り、出席要請がありましたので、出

席者のＭＵについて審議されました。
●6/8に、これはまだ案ですが、「東大寺で地域を学ぶ」という事
業について宮西委員長より説明が有り、事業として承認されました。

●第4回情報集会について、潮田副会長より説明があり、承認され
ました。
●35周年記念例会について、小池35周年準備委員会より説明があり、

予算について承認致しました。
●次年度委員会構成について、次年度より説明があり、承認されま
した。

●5/7の例会で、「いのちの電話」の方を呼んで卓話をすることを
社会奉仕委員会のクラブ討論会とする事を、承認致しました。

以上で本日の理事会報告を終ります。
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委 員 会 報 告

社会奉仕委員会：宮西委員長
●4月6日～15日まで春の交通安全運動が開催されます。その決起大会が4月6日（土）午前10

時～なら100年会館中ホールで行われます。当クラブ有井会員が交通安全協会会長をされてお
られまして、元会員の扇谷さんも会長をされておられます。是非出席して頂いて盛り上げて

頂いたら、と思っております。11時までですが、11時～は三条通でパレードが行われるよう
です。それも関心のある方は是非ご出席頂ければ、と思います。因みに、ＭＵにはなりませ
んが、お一人でも多くの参加をお待ちしております。

●先ほど会長報告でもありましたが、社会奉仕委員会としては本年度メインの事業となりま
すものを6月8日東大寺さんで計画しております。詳細につきましてはもう少し煮詰まりまし
てから皆さんにご報告させて頂きたいと思います。その際、6月8日（土）には多くの会員の

皆様の御協力が必要となるかと思います。是非宜しくお願い致します。
●社会奉仕委員会の方は、例会後5分程度打ち合わせをさせて頂きたいと思います。

新世代委員会：藤井委員長
当年度、新世代として愛染寮の寮生お二人に奨学金をおくらせて頂きました。その近況報告

として寮生と寮長の方に来て頂いておりますので、ご紹介をさせて頂きます。
お越し頂きましたのは愛染寮寮長の末松先生、寮生の亀谷さんです。
＜愛染寮生・亀谷さんよりご挨拶＞

皆様こんばんは。ご紹介に預かりました愛染寮の亀谷一帆
でございます。その節は大変お世話になりました。皆様に
ご支援いただきました事、本当に感謝しております。大学

生になりまして、サークル活動や学業の面などでたくさん
の経験をさせて頂きました。皆様のお陰もございましてア
ルバイトもそこまで時間を費やすことなく今は過ごせてお

ります。7月になりましたら愛染寮を出て、学生寮に一人
で住むことになっております。これからも精進してまいり

ますので、応援の程、宜しくお願い致します。
＜愛染寮長・末松保喜先生＞
改めまして、こんばんは。児童養護施設愛染寮で施設長を

させて頂いております末松です。もう一名ご支援頂きまし
た宮垣百佳・三重大学の2回生なんですが、そちらの方か
ら手紙が届きましたので、代わりに読ませて頂きます。

「奈良大宮ロータリークラブ様 日頃よりご支援を有難う
ございます。拙いながらも近況報告をさせて頂きます。時
が流れるに、思いの外早く、わたくし宮垣百佳は大学に入

学して二年目を迎えようとしております。専攻が看護学科
故に実習が度重なることも踏まえ、当初の予定を早めて自
立に至った昨年12月から早や一カ月ですが、皆様のご支援があるお蔭で現在は問題なく学業

と生活を営むことが出来ております。今年度からは実習も本格化しておりますので、一層忙
しくなりそうです。なにぶん一人暮らしの身ですので、体調管理だけは気を抜かずにやって

行こうと思っております。本当にありがとうございました。これからもご支援宜しくお願い
致します。宮垣百佳」
本当に有難うございました。先ほど亀谷さんもおっしゃいましたが、20歳になられ、寮を退

寮されます。これからが彼女たちお二人、大変でございます。どうぞこれからもご支援を頂
きます様お願い致します。
クラブ管理常任委員会：潮田委員長

先ほども会長から報告がありましたが、第4回の情報集会を4月17日～26日にかけまして行な
いたいと思います。細かい日割り等はまだ印刷で来ておりませんので、花見例会、地区大会、
またどちらも参加されない方は本日帰りに受付で場所と時間を連絡させて頂きますので、ちょっ

と足を止めて頂きたくお願い致します。
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親睦活動委員会：植村委員長

来週4月7日（日）家族親睦例会、花見がやって参りました。桜がどうなっているのかとても
気になっておりましたので、31日に見て参りました。全然咲いていませんでした。が、蕾は

はち切れんばかりにモリモリしておりまして、現地の方に伺うと、「この分だと来週は5～6
分は咲くのでは」ということですので、ひと安心です。しかし、だいぶ滋賀県でも北部にな
りますので、お寒うございます。ちょっと春用のコートなど持参頂ければ良いかと思います。

念のため確認しておきます。集合は春日ホテル辺り9：15、9：30出発ですので、お間違えな
いようお願い致します。尚、本日例会終了後、当日の打ち合わせをしたいと思いますので、
親睦活動委員会の皆様はお集まりください。社会奉仕もお集まりになられるようですので、

その後にしようと思います。よろしくお願い致します。
雑誌・広報委員会：柴田副委員長
本日配られたかと思いますが、今月号の「ロータリーの友」について読みどころを紹介した

いと思います。
先ず、今月は「雑誌月間」ということで、横組みの方にかなり細かい事が書いてあります。

今までに飾った表紙の一覧表などございまして、8ページに『友』の活用法ということで、奈
良西ＲＣの森さんが「縦組み横組み あなたはどう？」ということで投稿されておられます。
その隣りの9ページには直江津ＲＣの坂詰さんという方が「活用する3つのポイント」という

ことでこういことで活用しているということを書いておられます。3つだけ読んでみたいと思
います。「横組みではロータリアンの共通事項に対する提示から学ぶ。2つ目は縦組みで国内
のロータリー活動状況を知る。3つ目はＲＩが現在何に力を入れているかを知る」という意見

が載っておりますので、是非参考になさって下さい。
その次に「ロータリーの友」のＱ＆Ａが10ページに載っております。これは入って間もない
方には基礎知識にされると良いような情報が載っております。例えば「いつ創刊したのです

か。」或いは「横組みと縦組みがあるのは何故ですか。」或いは「ＲＩ指定記事って何です
か。」或いは「投稿したいのですが、どうすれば良いですか。」或いは、「なかなか掲載さ
れないのですが、どうなっているんですか」といったことのＱ＆Ａが載っておりますので、

是非目を通して下さい。
その後はポリオとかの色々な写真と活動状況について載っております。

反対側の縦組みの方では、いつものようにスピーチとしてこれは2650地区として去年9月8日
に行われました第ＩＭで行われた、元国立歴史民俗博物館教授であり、現在宗教学者として
活躍されております山折哲雄さんのスピーチが載っております。宗教学者ですのでなかなか

難しい内容で、浄土観或いは無常などについてお話されています。じっくり読めばなかなか
良い事が書いてありますので、是非読んで頂きたいと思います。その中に5ページに「出迎え
三歩、見送り七歩」という言葉がありまして、大元は茶の湯から出たことばらしいですが、

それについても「日本人のこころ」について色々書かれておられます。なかなか含蓄あるこ
とを色々教えて頂いていますので、読んで頂きたいと思います。
その後はいつも通りですが、今回奈良からいろいろな投稿が出ております。12ページの「俳

壇」「歌壇」「柳壇」とありますが、今回それぞれに奈良ＲＣ或いは生駒ＲＣから投稿され
ておられます。

その後「友愛の広場」の中に2820地区から、投稿を奨励しようということで、掲載されたら
ガバナー表彰されるということをされて投稿を奨励しているという事をされている地区もあ
ります。

その後、「ロータリー アットワーク」の中でも今回奈良地区から3つの地区が掲載されてお
ります。P.24にはあすかＲＣ「わてらも応援しまっせ！」ということで東日本大震災復興支
援としての東北で採れた大海鮮市場ｉｎ橿原という産物の売り買いの協力をされています。

もう一つP.26には奈良西ＲＣが「災害体験授業」というのをされておられます。色々な学生
さんと消防局などで体験教室をされたそうです。もう一つ最後は、P.35ですが、生駒ＲＣが
「近鉄生駒駅へ置き傘を寄贈」ということで生駒駅や市役所などで寄贈された活動を報告さ

れました。
ということで、今回は特に俳壇やアットワークなどで、奈良から投稿されているということ

でかなり身近な所の話が出ておりますので、是非細かく目を通して頂けたらいいかと思いま
す。
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第２回献血協力事業

３月１４日（木）に近鉄奈良駅ビル献血ルームにおきまして、第２回献血協力を行いました。

当日は強風で非常に寒い日でしたが、当クラブから会員１７名、関係者３１名の方にご参加
いただきました。当日は、作成しました特大マスコットを赤十字血液センターに寄付し、セ
ンターから感謝状をいただいております。特大マスコットには多くの方が寄ってこられ、献

血をアピールするのに効果は大きいと感じました。ブルーベリージャムの協賛をさせていた
だいたことも効力があって、多くの一般の方のご協力もあり、当日の受付は８２名、その中

で６８名の方から献血にご協力いただきました。

植倉副幹事

次年度幹事を仰せつかっております植倉です。先ほど会長報告の中にもありましたように、
本日の理事会で次年度の委員会構成についてご了承頂きましたので、早速皆様方の状差しに
入れさせて頂きました。一部変更点が有りますので、ご説明いたします。

次年度は、今年度まで「ＳＡＡ・ソング委員会」となっておりましたのを「ソング委員会」
とさせて頂きます。会場監督・副会場監督は委員会組織に入れないという事にさせて頂きま
す。ソング委員会には会場監督のお手伝いをして頂いて、会場設営に当る、という委員会業

務を行って頂きます。
次年度各委員長様方には次年度活動方針及び活動計画の用紙を入れさせて頂いておりますの
で、大変申し訳ございませんが、4月23日までにご記載の上、私まで提出頂きます様お願い致

します。尚、ワードのデータで提出して頂いても結構ですが、その場合、提出者がわかるよ
うにしっかりご明記をお願い致します。

幹 事 報 告

地区大会出席予定の皆様に御連絡です。

本日、当日使用する名札を配らせて頂いていますので、当日忘れないように必ず持って来て
下さい。
14日本会議にバスにて参加される方は、10：30春日ホテル前、10：40出発致しますので、時

間厳守でお願い致します。
大会当日のお願いに関する文書を状差しに入れております。是非御一読お願い致します。
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卓 話

ワキ製薬㈱代表取締役会長 脇本 吉清 氏

「ミミズから創り出された健康薬」

ミミズから健康薬ということについてお話し
いたします。奈良県は薬の最初の発祥の地で

歴史は古く、例えば三光丸さんは江戸中期か
らですので３００年位経っております。我々

は置き薬の業界で、置き薬は、奈良・富山・
滋賀・佐賀が主な産地です。奈良県には６０
社の製薬メーカーがあり、数年前までカプセ

ル剤日本一の佐藤薬品工業、ダイドードリン
コという自販機でドリンク剤の販売をされて
おります大同薬品、アステラス製薬の前身の藤沢薬品も奈良県の会社です。奈良から生まれ

た伝統的な薬には、陀羅尼助、豊心舟、六神丸、奇応丸、中将湯、命の母などがあります。
御所市、高取町、北葛城郡などが薬の産地ですが、昔は伊勢街道沿いに薬屋さんがあり、榛
原あたりが薬の発祥の地です。私の会社はもともと「みみとん」という医薬品を出し、これ

はミミズを煎じたエキスを飲むことで発汗し熱を下げるというもので、ミミズの頓服という
ことで「みみとん」という名を付けました。その後１９７６年にミミズの新たな研究開発を

やるようになりました。ＬＲ、これはルンブルクスルベルスという赤ミミズの一種ですが、
このミミズを切ったものを人工の血栓に入れると血栓が溶けてくる、ミミズの中に血栓を溶
かすものがあるのではないかというのが始まりです。この実験ではプロティナーゼという当

時のミドリ十字が人間の尿から作った血栓溶解剤がありますが、ミミズの方がはるかによく
溶けると分かりました。我々はこれを医薬品として出すために厚生省と交渉しましたが、な
かなかミミズということで日本の薬事法で認められませんでした。そこで韓国で医薬品とし

て販売した経緯がございまして、血栓溶解剤として第４位までいきました。動物に人工的に
血栓を作りどれだけ溶けるかという１９８０年頃の実験では、投与後２時間で少し溶け、４
時間後は血管に血が通り、これであれば薬としてますます立証できると思いました。２００

８年に７０代の人間の患者さんで実験をしましたところ、６ヶ月後には血栓が無くなり、他
の様々な病院の実験でも血栓が溶け、血が通り、血管が回復したというデータがあります。

私も４０歳の頃脳血栓になり、頭頂部に血栓ができておりました。当初アスピリンを投与さ
れ、その後はミミズを飲んでおりますが、他には血栓が回っていないというのが現状です。
血栓は出血を防ぐ人間にとって非常に大事なものでもあります。ミミズを使った実験では安

全な範囲で血栓が残っており、妊婦さんや手術前の患者さんでも大丈夫であることが経験上
分っております。また含まれる酵素やプロティナーゼは、ミミズと納豆を比べますとミミズ
の方が数値が高く効果があります。栗本慎一郎さんという大学教授、参議院議員もされた有

名な方ですが、ご自身がミミズの薬を飲むことで元気になられた経験をもとに３冊の本を出
版されております。ミミズの薬は、箱の中で
飼い清潔な状態で植物繊維を餌にしたミミズ

から抽出成分を取り、真空乾燥させて粉末状
態に作っております。ミミズは一見気持ち悪

いものですが、皆さんのお役に立っていると
思います。奈良県は和漢薬の産地ですので、
和漢薬が持つ力をもっと有効に世の中に広め

たいと思います。また奈良県には様々な有名
な薬、貴重な薬がたくさんあります。是非皆
様にも奈良県の薬を可愛がっていただきたい

と思います。
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ニコニコ箱 本日計 55,000円 累計 2,567,000円

脇本吉清 様 ニコニコ協力 卓話よろしくお願いします。
楠原忠夫 君 脇本様 本日の卓話宜しくお願いします。北河原さん先日はお世話になりま

した。また森山さんごちそうさまでした。
橋本和典 君 7日花見例会で花見酒に酔いしれて9日休会、そして13,14日地区大会。地区大

会出席の皆さん、くれぐれも名札をお忘れなきようお願いします。
福本良平 君 脇本会長 本日の卓話ありがとうございます
野﨑隆男 君 本日の卓話講師の脇本様 ご講演よろしくお願いします。先日は有井様あり

がとうございました。
楠下重郎 君 確定申告、消費税申告も終り疲れがどっと出てきましたが、本日より出席致

します。よろしくお願い致します。
柴田直三 君 誕生日のお祝ありがとうございました。
谷川千代則君 次女が大学卒業、4月より社会人になりました。ニコニコ
藤井正勝 君 末松様、亀谷様、ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。
宮西正伸 君 ニコニコ協力です。
中村信清 君 ニコニコ協力
松岡弘樹 君 ニコニコ協力
濱田英資 君 ニコニコ協力
弓場裕史 君 ニコニコ協力
倉田智史 君 ニコニコ協力
中條章夫 君 今月もたくさんのニコニコ協力をよろしくお願いいたします。
森 完二 君 桜満開ですね。この雨に耐えて、もう一度のめるよう週末までもちますよう

に！！今月もニコニコよろしくお願いします。

例会変更のお知らせ

5 月 ■奈良ロータリークラブ■
・５月 ２日（木）・・・定款第６条第１節(C)により、休会。
※ビジター受付は12：00-12：30まで奈良ホテルにて行います。
■平城京ロータリークラブ■
・５月 ２日（木）・・・定款第６条第１節(C)により、休会。
※ビジター受付は行いません。
・５月 ９日（木）・・・家族親睦例会の為、場所変更。
場所：百楽荘

※ビジター受付は行いません。
・５月２３日（木）・・・奈良西ＲＣとの合同例会の為、時間変更。

時間：18：00～
※ビジター受付は17：30-18：00ホテル日航奈良5F「天空の間」前
にて行います。

次週の例会 平成２５年４月１６日（火）

卓話 ＮＨＫ奈良放送局長 泉谷八千代 氏

「地デジのいまさら？」

●会報・IT委員会/中奥雅巳 冨川悟 平方貴之 webmaster/中奥雅巳


