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会長あいさつ

2021-2022年度 斎藤 修弘会長

皆さん、こんにちは。本日は第５グループ ガバナー補佐・渡辺博
司様、ガバナー補佐幹事・中村次男様、ようこそ。一昨日、会長幹事
会が鴻巣で開催されました。一昨日の時点で渡辺ガバナー補佐は３ク
ラブ訪問したと仰っていたので、昨日が桶川、そして今日が５クラブ
目でしょうか。お忙しいなかお越しいただきありがとうございます。
渡辺ガバナー補佐には、９月２日のガバナー公式訪問の準備例会とし
て８月19日にも来ていただく予定になっています。（※日程変更）
コロナの関係でプログラムが変更になりましたので改めてのお知ら
せです。７月29日の納涼例会は８月26日に延期とさせていただいてい
ます。８月26日に予定していた社会奉仕事業は９月16日に振替（※日
程変更）となりました。先週の理事会で８月５日の早朝例会後にゴル
フをやろうということになり、山崎ホビー委員長に依頼して親睦ゴル
フコンペを企画しました。リバーサイドフェニックスで９時３８分ス
タート、税込み8,900円で昼食込みとなっています。
本日の主題は前年度の事業報告と決算報告ですが、宇多村直前会長
の慰労会は９月９日、恵比寿亭で開催となりました。（※日程変更）
さて昨日は、上尾市長への表敬訪問に行ってきました。市長自身が
ライオンズの会員ですが、最近ロータリーではどのような活動をして
いるか聞かれたので、当クラブの大まかな活動内容と今年度の活動計
画、そして世界のロータリーの話ではポリオ根絶について話してきま
した。話の中で、市で困りごとがあったら、我々でお力になれること
であれば情報をくださいと伝えたところ、市長は喜んでくださりまし
た。市長が仰っていたのですが、コロナワクチンの上尾市の接種率、
65歳以上の方で埼玉県内の市町村レベルで１回目が８割超、２回目も
67％と県内で一番高い率だそうとのことでした。
ワクチンの話に続いて健康面での情報提供となりますが、私は職業
柄というのもありますが健康に関して昔から興味がありまして、商談
をする際お客様にはよく情報提供させていただくのですが、がんの予
防について①トマトがいいらしいです。リコピンには抗酸化作用があ
り、老化予防にもいいそうです。私は1日最低1回は食卓なり居酒屋で
も頼みますし、トマトジュースが大好きで夏場は高校生の頃からよく
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飲んでます。②42度の熱めのお湯につかるといいら
しいです。がん細胞は42度以上の温度で30秒くらい
さらされると死ぬそうです。③体の酸化を中和させ
るのに梅干し、レモン、クエン酸などアルカリ性の
食べ物がいいらしいです。お酒の中ではワインが唯
一体内でアルカリ性になり、体の酸化予防になるら
しいです。
長年、人類の間で恐れられてきた「がん」ですが、
日進月歩の進化が著しい医療の世界で、がんは治る
時代に来ていると感じている中で、朗報がありまし
たのでお話ししたいと思います。ウイルスを使って
がんを倒す新たな治療法が登場しました。がん細胞
だけで増えて死滅させる「ウイルス療法」の新薬が
６月、厚生労働省に条件付きで承認されたという報
道がありました。臨床試験では１年後の生存率が８
〜９割と、従来の治療法の約６倍となっていて、現
在各製薬会社の開発は盛んになり、他のがんにも効
果があると期待されています。承認された新薬は第
一三共の「テセルパツレブ」という薬で、現時点で
は悪性の脳腫瘍を対象に承認されているということ
です。今後７年間で、投与した患者全例のデータを
集めて、有効性や安全性を再確認する条件付きで承
認されまして、がんのウイルス療法の治療薬は国内
で初めて。開発に携わったのは東京大学医科学研究
所教授の藤堂具紀さんらが約20年以上かけて開発し
たそうです。治療では、新薬をがんに注射し、ウイ
ルスはがん細胞に感染してどんどん増え、がん細胞
を壊して拡散し、次のがん細胞に感染して次々に破
壊していくそうです。１年後の生存率について、一
般的には標準治療後の生存率は約15%にとどまって
いるのですが、それに対し、13人を対象にした中間
解析では、１年後の生存率は92.3%という高い数値
がでているそうです。がんがウイルスに弱いことは
研究者の間では古くから知られていたそうで、1971
年の論文では、悪性リンパ腫になった少年が麻疹ウ
イルスに感染したところ、がんが消えたという報告
があったそうです。これは有名な話ですが、通常の
細胞はウイルス感染などにあったとき、自ら死ぬ機
能を備える一方、がん細胞はこの機能がない、自殺
因子を持たないため自ら増殖し続けるそうです。ウ
イルスをがん治療に使おうとすると、ウイルスが正
常な細胞でも増えて壊すという課題があったのです
が、東京大学医科学研究所教授の藤堂具紀さんのチ
ームが遺伝子組み換えでウイルスの性質を変え、が

ん細胞だけで増え、がん細胞だけを壊すようにした
そうでうす。細胞を壊す力が強く、どの細胞にも感
染するのでさまざまな部位へのがんへの応用が期待
できるとなっています。現在、このがんウイルス療
法には多くの製薬企業が参入してきていまして、
2015年の承認をきっかけに大手製薬会社が参入し、
がんウイルス療法の開発は活発になりました。安全
性は遺伝子組み換え技術で制御できるレベルになり、
今はさらに効果を高めるかという段階だそうで、い
いニュースなのでご披露させていただきました。今
後このように明るいニュースが増えてほしい、とい
うかメディアは明るい話題を取り上げてほしいとい
う願いを込めて会長挨拶とさせて頂きます。

幹

事

報

告

長沼 大策幹事
◇理事会の議事録をテー
ブルにお配りしました。
◇「会費納入のお願い」
をお配りしました。
◇７／22は休会、８／５
は早朝例会になります。

委員長報告
ホビー委員会 山崎亮一委員長
８月５日、早朝例会の
後、親睦ゴルフコンペを
企画いたしました。会場
はリバーサイドフェニッ
クスです。ご参加をお願
いいたします。

お 客 様 からあいさつ
第５グループガバナー補佐 渡辺博司様（上尾西RC）
本年度、ガバナー補佐
を仰せつかりました、上
尾西クラブの渡辺でござ
います。一年間、どうぞ
よろしくお願いいたしま
す。上尾クラブは我々の
親クラブですので、訪問にあたり緊張しましたが、
知っている顔もいらっしゃって安心しました。
ガバナー補佐はクラブと地区を結びつける存在で
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すが、上尾クラブの皆さまは地区で大活躍をしてい
るので、私の出る幕はないと思いますので、こちら
こそよろしくお願いいたします。そしてだいぶ昔、
野球ではお世話になりました。ロータリークラブは
会長さん次第ですので、会長さんが目指すクラブを
作っていただくのがいちばんだと思います。会長さ
ん、楽しい、素晴らしいクラブにしていただければ
と思います。最後に今年のIMは２月24日に桶川市
民ホールで行いますので、皆さまのご参加をお願い
いたします。

近況報告

坂本 忠光会員
先ほど会長やガバナー
補佐がトマトのお話しを
されましたが、私の同業
者、土木業を営んでいる
伊奈町の会社が、町と提
携してトマトを栽培し、
今年から販売を始めました。コロナ禍、どうしても
業績が落ちてきていて、土木の本業をやりながら、
別の事業を始めている業者を複数社聞いています。
６月の終わり頃、上尾市では基礎疾患の方は優先
的にコロナの接種券が与えられるのですが、私も高
血圧の薬を飲んでいるので案内があり、気付いた頃
にはもらえませんでした。参ったなぁと思っていた
ら接種券が届き、どこで打とうかと嫁さんと話して
いるところです。それでうちの娘は小学６年生で、
９月に修学旅行に行ける予定で、早くみんなで打と
うよと言いながらも、打った方の中には副反応がで
た方もいると聞き、接種について迷っています。
さて納涼例会が延期になりましたが、会場が近所
なので現地調査に行ってきました。飲んでいたらゲ
リラ豪雨に見舞われ停電してしまいました。停電の
中での会話も、ワクチンの接種についてでした。ま
とまりませんが、近況報告とさせていただきます。

例 会 主 題

前年度事業報告・前年度決算報告
宇多村 海児 直前会長

６月の２週にわたってほとんどの委員会に事業報
告をしていただいたので割愛させていただき、私か
らは決算報告をさせていただきます。
一般会計の部では収入金が増えました。これは新

会員の会費などで増えて
います。なお昨年度の会
費はすべて入金済である
ことをご報告させていた
だきます。
スマイル会計では、コ
ロナ禍で10回例会がなかったにもかかわらず、100
％に迫る金額を皆さまからお預かりしました。改め
て御礼申し上げます。周年記念行事積立金は順調に
積み立てられています。
奉仕活動の中で一つだけご報告があります。国際
奉仕についてです。ベトナムへの国際奉仕で、幸運
なことに財団の大口枠のプレゼンで採択され、地区
から補助金が振り込まれて活用を予定していました
が、コロナ禍なことも重なり、期限までにベトナム
への絵本の寄贈が完了しなかったため、大口枠の補
助金を地区に返さざるをえない結果になりました。
従いまして絵本の寄贈費はクラブの国際奉仕委員会
費の予算をオーバーしてしまいました。今後のこと
もありますので、経緯をお話ししますと、公的な機
関を通じて物品を贈ると、ベトナムは想像以上に物
事が進むのが遅くて、たびたび資料の要求があり、
ベトナム・ダナンのリエンチュウ地区の委員会が受
け皿になって、その地区の小中学校に寄贈すること
までは決まりましたが、そこから進みませんでした。
事業は完結しませんでしたが、次年度以降に向け、
ノウハウの伝達としてなんらかのお役にたてればと
思います。
以上、2020-21年度の決算報告とさせていただき
ます。一年間、ありがとうございました。

スマイル
■渡辺博司ガバナー補佐：お世話になります。
■中村次男ガバナー補佐幹事：本日は大変お世話にな
りました。一年間何卒宜しくお願いいたします。
斎藤修弘会長／長沼幹事／門崎副幹事／岡野会員／
大塚信郎会員／小林会員／村岡会員／尾花会員／
大木保司会員／大塚崇行会員／島村会員／
齋藤博重会員／関口和夫会員／齋藤哲雄会員／
須田会員／樋口会員／宇多村会員／坂本会員／
小田切会員／大木崇寛会員／関口良康会員／山崎会員
会員数
出席数
欠席数

３5
25
10

出席率 71.43％

7月14日 畠山稔上尾市長に表敬訪問しました。
斎藤修弘会長と長沼幹事が畠山稔上尾市長に表敬
訪問しました。斎藤会長はロータリーの奉仕活動に
ついて、ポリオ根絶など国際奉仕と、今年度上尾市
内で行う社会奉仕、また青少年・職
業奉仕・クラブ奉仕、前年度コロナ
禍に行った医療期間への防護用品の
寄贈などを伝え、「困りごとがあっ
たら、上尾市と連携して、できる範
囲でお手伝いさせていただきたい」
と話しました。すると畠山市長は

早朝例会

「たいへん心強い、ありがたい」とお喜びいただき
ました。市長室では鈴虫が涼やかに音色を奏でてい
ました。

第2886回
2021.8.5 於：上平公園

朝6:30から、上平公園で、ラジオ体操を行い爽や
かに体を動かしました。広いスペース、会員同士の
間隔を広くとって、マスク着用で行っています。短
い時間でしたが、やはり実際に顔をあわせるのはい
いですね！
2021〜2022年度 7月 出席表
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
事務所 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町1-8-31 新和エクセルビル303
例会場 東武バンケットホール４F（ポリアス）
ＴＥＬ 048-775-7788 ／ FAX 048-776-9799
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