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今後の例会（卓話）予定

12/ ９	 「私が RYLAで得たもの」　　土方美樹様　	紹介者　常見英彦会員
12/ 16	 「地区大会について」　	 藤掛靖元会員
12/ 23	 「〜毎日の生活でも使える イキイキ ゴルフ活用術〜」　渡邊正子様
　	 	 	 紹介者　丸岡久芳会員　※夜間例会中止による変更
12/ 30	 定款休会

会長挨拶＜岩田会長＞

・今般、長島資生会員と植木栄会員が当クラ

ブを退会されることになりましたので、この

場でお二人からご挨拶をいただきたいと思い

ます。我々にとって大先輩であるお二人が退

　2020ー2021年度テーマ

R . I . テ ー マ	 「ロータリーは機会の扉を開く」
	 	 R . I . 会 長	 ホルガー・クナーク
	 	 地区ガバナー	 野生司 義 光
クラブテーマ	 「一期一会、〜いまこの瞬間を大切にし、最善を尽くそう〜」	
	 	 クラブ会長	 岩 田 幸 一

	総会員数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率	 修　正　出　席　率
出　席　報　告

来　訪　者　紹　介

	 51 名	 	 	 40 名	 	 100％	

前回（11/18　1640 回例会）の記録

◆ゲスト 1名 株式会社hGF　副社長　執行役員　楠
くすもとあきひさ

本晃久	様
◆ビジター 0名 

会されることは非常に残念で寂しい限りです

が、「ロータリークラブの縁・絆」はずっと続

きますので、いつでもまたクラブに顔を出して

いただきたいと思います。長い間、本当にお

疲れ様でした。

※来年３月までは、新型感染症対策ガイドラインに則り、全員出席扱いとさせて頂きます。

	 	 	 　８ 日（67 才）宮崎守弘君	 　10 日（67 才）後上　清君
12月お誕生日祝	 　21 日（67 才）浜中　清君	 　24 日（51 才）江連雅孝君
	 	 	 　24 日（52 才）関根秀明君

	 　　上 原 洋 一 君　35回　　上 野 雅 宏 君　27回　
年間100％出席	 　　伊 石 佳 高 君　17回　　渡 辺 丈 樹 君　８回
	 　　松 丸 　 貴 君　１回　　



委員会報告
＜青少年奉仕・ロータアクト委員会　本間委員長＞
・東京浅草中央ロータアクト11月第一例会の
案内です。
　11月21日（土）「カミナリオコシR〜秋のインバ

ウンド研究ツアーin高尾山」を開催致します。

コロナ対策を万全の体制で行いますので、ご
参加お待ちしております。

　10時15分 京成高尾線高尾山口駅に集合と
なっております。

ニコニコボックス
＜岩田会長、吉沼幹事＞
・楠本晃久様、本日の卓話「再生医療の基礎
知識と今後の展開」、よろしくお願い致し
ます。

＜岩戸、髙橋、坂本、澤野、佐藤、太田、原田、
斎藤、宮村、立野、五十嵐、中橋、古谷、上原、
常見、内田、伊藤、園部、中村、長島、小林、
松本＞
・楠本晃久様、本日の卓話よろしくお願いい
たします。

＜片岡、浜中、後上、本間、太田、長島＞
・東北復興支援継続を！！
＜長島、植木＞
・お別れの挨拶をさせていただきます。

＜長島＞
・大塚さん、中村さん、宮村さん、斎藤さん、先
日は会食させていただきありがとうございます。

＜海内＞
・長らくご無沙汰いたしました。今回から出
席再開いたします。

＜潮田＞
・先日のゴルフコンペでハンディに恵まれ優
勝してしまいました。すみません。12月も
宜しくお願い致します。

＜髙木＞
・あれから30年。先日、初孫が生まれました。
決して「おじいちゃん」とは呼ばせない！
と思う今日この頃です。

幹事報告＜吉沼幹事＞
①	コロナ禍における例会開催ガイドラインの適
用期間を12月末までとしておりましたが、来
年の3月末日まで延長することとなりました。
②今年度の炉辺会合を2回予定しておりました
が、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止
の観点から、全面的に中止とする決定をいた
しました。
③皆様のポストへ次年度理事役員候補者リスト
を配布しました。12月2日の年次総会にて
選挙を行います。
④12月2日の第一例会にて年次総会を行います。
⑤来年1月13日の新年初例会についてご案内
いたします。浅草神社正式参拝は理事役員
のみで執り行い、浅草ビューホテル3 階もし
くは4階にて通常形式（ガイドラインに則り）

で例会を開催いたします。一般会員におかれ
ましては、通常通り浅草ビューホテルの例会
場にご参集ください。

⑥来年の1月23日に第2580 地区北分区ロータ
リーデイが池袋駅東口パルコ前にて開催され
ます。各クラブより5 名程度参加するよう案
内が来ております。現在当クラブより岩田会
長と幹事吉沼が参加いたします。参加ご希望
の方は幹事吉沼までお願いいたします。なお、
イベントでは社会奉仕活動の一環で献血を行
います。ただし、献血に関しては任意となっ
ております。ちなみに会長と幹事は献血不可
としております。

⑦来週は休日振替の為休会となっておりますの
で、ご注意ください。次回の例会は 12月2
日となります。



退 会 の 挨 拶

植木さん、長島さん

植木栄会員
こうなって振り返って見ますと、1986 年 7 月２日に入会させて頂いて、今年で 34 年が過ぎ
ました。社会人になって 56 年。人生の過半数の時間をロータリーに費やしてきました。楽し
かったです。飲んで歌ってゴルフして楽しかったです。いやなことは都合よく全部忘れました。
とにかく楽しかったです。
私は比較的大きな病を持っています。病院に月一回通うことになり、24 年数か月経ちます。
正式な病名は、「拡張型心筋症・僧房弁閉鎖不全症・進行性」です。７年前に初めて「心不全」
を起こし、手術したのは「僧房弁閉鎖不全症」なので本命の「拡張型心筋症」は未だに治療
法が見つかっていません。難病患者の指定を受けています。
その時の手術により、２年半後くらいから少しずつ変化が見られて、具合がよくなっている
ようです。かなりの血液が逆流してしまいましたが、現在はかなり量的に少なくなってきた
ようです。手術から５年後には心臓も小さくなってきたと主治医がびっくりしながら報告し
てくれました。今月 13 日のレントゲン検査でも同じ大きさを維持していました。発症時の生
存率では、20 年経つと死ぬ勘定でした。
そこへ今回の思いがけないコロナ禍で、自分の暮らしや人生を振り返る気分になった人も多
いようです。私もその一人で、これを機に日常生活の見直しをしました。
あと何年生きられるのだろうか？	５年は考えられましたが、10 年は考えられませんでした。
何かに没頭できるものを探していましたが、思いついたのが「そうだ万葉に遊ぼう」でした。
万葉集に代表されるあの時代に浸りたいという願望です。日本という国の勃興期。時代のロ
マンに浸る生活にしたいということが、最後の希望として出てきました。それによって残り
少ない余生を楽しく生きていける唯一のものを見つけることができたという思いでした。
終わりにあたり、岩田会長・吉沼幹事さん、ありがとうございました。
長沼職業奉仕委員長・海内職業奉仕副委員長、大変失礼いたしました。
岩戸さん、洋ちゃんありがとうございました。上野さんの会長までいたかったけどごめんな
さい。クラブの皆さんありがとうございました。長いこと大変お世話になりました。
クラブの益々の隆盛と皆様のご多幸、ご健勝を心より祈念いたします。
私は「四つのテスト」を心の中にいただいていきます。



長島資生会員

いずれはこのような機会が訪れることはあると思っておりましたがとうとうその時が来てし
まいました。
岩田会長、吉沼幹事へ退会の挨拶をした後の複雑な高揚とした気持ちは今でも忘れません。
昭和 60 年（1985 年 11 月 13 日）が第 1回の例会でありました。ですから 2020 年 11 月 18 日、
今日この例会でちょうど 35 年になります。
35 年を振り返れば長い歳月ですが、過ぎ去ってみれば目が瞬く一瞬のように感じられます。
昨年の会員卓話で私にとって RCは終の棲家と話しました。それを全うしようと考えました
が 2017 年健康を損ね、その後次から次へと新たな病が生じ、体力の衰えを感ずるようになり
ました。
退会することに非常に逡巡しましたし、辞めることなど考えも及ばなかったですが病には勝
てず退会を決意させていただきました。
ロータリーは道半ばということになります。
まだまだロータリークラブに在籍し、人間としていかにあるべきか、進むべき課題を見つけ
歩んでゆく所存でしたが、体調の衰えが著しく、残念ながら退会せざるを得なくなりました。
これまでのロータリーで学んだこと、クラブの友人から教えられたこと、そしてロータリー
の友人を私の大切な宝として持ち続けていきたいと思っております。
病後上原の洋ちゃんから蕪村の俳句ですが「限られた命の暇や秋の暮」をいただきましたが、
今の私には言い得てまさに妙で、時々口ずさむようになりました。
また先日、中村和尚より大変厳しい遺留のお言葉をいただきました。
退会を思い留まるようにとの温かい言葉として承っておきたいと思います。ありがとうござ
いました。
禅の言葉、仏教の言葉と言ってもいいと思いますが、布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧
という６つの言葉がございます。この言葉には親睦、奉仕というロータリーの精神がすべて
含まれております。
この言葉を思い浮かべた時、柔和な中村さんの顔が私の前にでてくるような気が致します。
最後に抱井さん、神谷さん、このお二人はこのクラブの創立、設立にたいへんご苦労された
方です。20 年以上クラブに在籍された方はよくご存知と思われますが、古典的なロータリー
クラブを立ち上げようとの意思が見られたお二人でした。
どうかそんな抱井さん、神谷さんのロータリーの遺志を少しでも受け継いでいただければと
思います。
私が退会しチャーターメンバーは岩戸さん、上原さんのお二人になってしまいますが忘れて
ならないのは毎回ピアノを弾いていただいている久保田さんです。
彼女もチャーターにふさわしい方です。長い間ありがとうございました。
退会はしますが皆さんとの縁がなくなったわけではありません。
縁は大事にしてゆきたいと思います。
これまでのご厚情ありがとうございました。



卓　　話

＜今週担当　髙木祐輔＞

「再生医療の基礎知識と今後の展開」

　　　株式会社hGF　副社長　執行役員
　楠　本　晃　久	様
紹介者　岩田幸一会員

再生医療の基礎知識

「再生医療」
　人や動物は、骨折や傷を受けた場合、しばらくすると自力で修復する再生能力を
持っています。この再生能力に着目し、障害に陥った組織・臓器の再生及び機能の
修復をめざす医療の事を再生医療といいます。再生医療では、体内の様々な細胞に
変化する可能性をもった幹細胞を用います。

「再生医療に応用が期待されている主な幹細胞」
①体性細胞（弊社事業分野）
　骨髄や脂肪組織内に存在する間葉系幹細胞は骨・軟骨・血管などの組織に分化
が可能であり既に臨床研究で用いられている。

②人工多能性幹細胞（iPS 細胞）
　人の皮膚細胞に遺伝子操作を加え、ＥＳ細胞同様に分化能力を獲得した万能細
胞。話題性は高いが、細胞樹立方法は現在も改良が続けられており基礎研究段階。

③胚性幹細胞（ES細胞）
　理論上は様々な細胞への分化が可能である。受精卵を用いる為、倫理上の問題
がつきまとうため、臨床応用は未だ行われていない。

「幹細胞を用いた臨床領域」
①美容分野
　シワ・シミ・眼瞼下垂・火傷などの修復・発毛・育毛・乳がん手術後の乳房形成

②アンチエイジング効果
　肌の張りがよくなる・白髪が黒くなる・髪の毛の量が増える・疲れにくくなった・
よく眠れるようになった・視力の回復・老眼の改善・肩こりが楽になる・風を引
きにくくなる・おなかの調子がよくなった・不整脈がよくなった・頻尿がよくな
った・尿切れがよくなった・ＥＤの改善

③医療分野
　脳卒中（脳梗塞・脳出血）・脊椎損傷・神経機能障害・ＡＬＳ・パーキンソン病・
関節リュウマチなどの自己免疫疾患・アレルギー疾患（喘息やアトピー性皮膚炎）・
腎機能障害・肝機能障害・肝不全（肝硬変）・糖尿病・心筋梗塞・狭心症・動脈硬
化・ＣＯＰＤ・クローン病・潰瘍性大腸炎・うつ病・自閉症・歯周病・悪性腫瘍
にたいする補助治療・骨髄移植後のＧＶＨＤ治療・臓器移植時の拒絶反応予防

「幹細胞治療」
　皮下脂肪から採取した間葉系幹細胞に操作を加えず培養し、そのまま未分化のマ
ルチクローンな幹細胞を、採取した患者の身体に静脈注射する治療のことです。




