
 

  
  

 
 
 
 
                        
                           
 
 

 
 
 

 

 

１月は 「 ロータリー理解推進月間 」 です 

次回例会 2006 年 2 月 1 日  

（第 2201 回） 
 

「“挑戦”し続けるアサヒビール」 
アサヒビール株式会社 近畿圏本部 

副本部長  石原 秀則 氏 
例会担当：親睦活動委員会    

本日例会 2006 年 1 月 25 日 

（第 2200 回） 
 

「大王のひつぎ」実験航海  

多田 正司会員  
 

例会担当：会長・幹事 

本日のランチタイムのピアノ演奏曲目   １・Top of the world （カーペンターズ）  ２・レット･イット･ビー （ビートルズ）
３・好 きにならずにいられない（プレスリー） 

 

 
「阪神大震災里親クラブ 10 周年記
念会」のもようが「サンケイ」
「読売」の各新聞に報道され
ました。 
 
この制度は 
震災発生当時地区ガバナー
だった熊沢氏の発案で各ク
ラブによびかけ震災遺児が
成人するまでの学費・生活費
援助など物心両面で支援す
るために発足した制度です。 

 
 
 
 
 
 
 

 
前回例会（2１99回）1/18の主な内容 
 
ゲスト紹介               （親睦活動委員会） 
李  強氏            （米山奨学生） 
ビジター紹介 
佐藤 茂雄氏           （大阪Ｒ.Ｃ） 
ロータリー財団ベネファクター認証状伝達 
三浦 俊造会員・橋本 泰明会員 
 
会長の時間                  （疋田副会長）   
        「角力（すもう）」 
現代では「相撲」と綴るのが一般的のようですが、 
歌舞伎では、「角力」と書く事の方が多いようです。 
 歌舞伎にも角力取りが登場する狂言は結構沢山 
あります。代表的なものを挙げると、江戸の火消し 
と角力取りの喧嘩をテーマとした「神明恵和合取組」、 
大坂・新町の郭を舞台に意地の達引、喧嘩殺人事件 

 
などが連続して起こる中で、義理と人情の葛藤を描 
く「双蝶々曲輪日記」などです。 
 長谷川伸の名作「一本刀土俵入り」には駒形茂兵衛とい
う「取的」が登場しますが、取的というのは番付が最下位
の角力取りのこと、褌担ぎのことです。 
「一本刀土俵入り」は、横綱を目指した茂兵衛が角力では
成功せず、結局ヤクザの親分になり、昔世話になったお蔦
という我孫子の茶屋女の難儀を救うというお話です。 
 
幹事報告                     （篠﨑幹事） 
◇ 第 3 組Ｉ.Ｍが“水環境保全に学ぶ”をテーマに 1 月

21 日(土)開催のご案内と出席のお願い。 
◇ 1 月 25 日(水)クラブ協議会が末田ガバナー補佐出席

のもと開催のご案内と出席のお願い。 
◇ 「3救運動」開催のご案内と参加のお願い。 

日時：1月 24 日（火）ＰＭ12：30～ 
  場所：八雲小学校施設内 

出 席 報 告 

例会日      出席     欠席          出席率 
 

01 月 18 日      ２８    １６      63.63％（ 57 名中 13 名免除）  

12 月 21 日      ３５    免除会員出席 8名メークアップ 4名（74.47％） 



 

 

 
 
 

卓  話       日本での研究生活 

 

 

        米山奨学生  

           李 強 氏 

 

 
二年前から、私が光栄に米山記念奨学生に選ばれた。

それからの２２カ月間、私は米山記念奨学生として本守
口 RC の例会に毎月参加し、また特別例会、見学なども喜
んで参加させていただき、地域奉仕から国際貢献まで、
成人病、三救運動などの健康福祉から万博大会やロータ
リー100 周年記念大会などの国際交流まで、広い面の話
を聞かせて頂いた。私にとって学問以外の面から新しい
国際関係の認識や日本社会への理解などが一層に増進さ
れ、人生の非常に重要な一環になった。米山記念奨学会
や世話クラブからの優しい支援があり、生活面の不安は
ないので、大学で研究や勉強が専念できる。 

研究の面では、脳神経外科で、教授の河本先生の指導
のうえ、脳腫瘍についての研究を行っている。メインの
研究テーマは骨髄細胞移植療法で損失後の神経再生の研
究で、関西医科大学の教授の池原先生の教室で研究して
いた。 まず、脳腫瘍についての研究は １）lazer 
scanning cytometer を用いての悪性グリオーマの初発 
再発例の部位別ＤＮＡ―ploidy とサイクリンの検討 
２）抗体蛍光ビーズと FCM を用いて、多種類の抗原濃度
を同時に測定する Cytometric Bead Array という新しい
技術にて、脳腫瘍 cyst 液のサイトカインのマルチ解析と
の研究を行った。それぞれ有意な結果が得られまして、
分野学会で発表したところ、論文も発表中である。また、
３）癌 gene である Rb2/p130 の expression とグリオーマ
malignancy の相関性についての検討との研究も行った。
免疫染色を用いて臨床の病例標本を検討した実験で、
Rb2/p130の expressionとグリオーマmalignancyの有意
な nagtive 相関性が観察され、論文も昨年発表していた。
主とする研究テーマは幹細胞移植療法で損失後の神経再
生なので、池原進先生のグループで研究していた。１）
再生医療の中で神経再生は不可能という時代から、最近
になって神経移植・再生が注目されてきた。現在、胚性
幹細胞，体性幹細胞などの幹細胞は自己複製能，多分化
能を有し、神経再生療法のためのソースとして中枢神経
疾患の機能回復を目的とした研究は世界的規模で精力的
に行っている。私の一つの研究テーマは虚血性脳障害を
中心として、骨髄幹細胞移植療法で脳虚血後の再生不可
能とされてきた神経回路の再構築が可能になるかどうか
との研究を行った。ラット脳虚血モデルを用いて骨髄細
胞の脳内移植による治療効果の検討した結果としては、
脳障害に対する骨髄細胞の局所移植が、脳梗塞の治療に
応用し得る可能性があることを示唆された。２）成体の
ある組織由来の幹細胞により別組織の細胞が分化してく
るのは、幹細胞の可塑性と呼ばれている。近年、この様
な可塑性は非常に多くの組織由来の幹細胞で観察されて
いる。骨髄の中に存在する幹細胞は造血幹細胞と間葉系
幹細胞が二種類あって、間葉系幹細胞は骨芽細胞、脂肪
細胞に分化出来る幹細胞で、最近、この間葉系幹細胞は
神経細胞、心筋細胞、骨格筋細胞などにも分化出来るこ
とが報告されている。造血幹細胞は実験的に同定された

最初の組織幹細胞であり、骨髄中で個体の一生にわった
てすべての系列の血液細胞を生み出す能力を保ち、骨髄
移植という形で臨床にも応用されている。私のもう一つ
の研究テーマとしては最も原始な CD34 nagitive の骨
髄幹細胞を神経系細胞へ分化するかとか、神経難病へ利
用されるかとかの研究を行った。いろんな研究方法にて、
結果として CD34 nagitive の骨髄幹細胞は神経系細胞
への分化能を持ち、臨床の応用を期待させる細胞である
ことを得られた。 

以上、研究生活について簡単に報告しました。 
大変親切に応援して頂いている三浦会長様や世話ク

ラブの皆様、特に熊澤先生、石井様、田代様、菅野先先
生へ心からの感謝を申し上げます。 
 

阪神大震災里親クラブ 10 周年記念会 
開催報告 

【1995～1996年度パストガバナー・熊澤 忠躬】 
日 時：１月15日（日）17:00～20：00 
場 所：守口ロイヤルパインズホテル 
参加者：世話クラブ会員 
招待者：ガバナー、特別世話人、遺児 

 
委員会報告 

社会奉仕委員会                （辻村委員） 
・ 「３救運動」講習会 
・ 日時：１月24日（火）12：30～ 場所：八雲小学校内 
広報雑誌・会報委員会            （田代委員長） 
・ 1月度ロータリー理解推進月間の案内 
・ 世界のロータリー、日本のロータリーの概要 
 

◇◇◇理事会だより◇◇◇ 
第８回理事会 

日 時：１月18日（水）13：30～ 場 所：３F「松月の間」 
議 題 

1） 中間決算報告・・・・・・・・・・・承認 
2） 下期会費請求書の件・・・・・・・・承認 
3） 退会者の件（池永.石山.白川.山下）会員・・・承認 
4） 新入会員推選の件（２名） 
5） その他 ・今後の活動について 

   ・スポーツ少年団への奉仕活動を検討 

 
 
 

 

 

 

 

熊澤会員 里親クラブ 10 周年行事が見事
完をむすびまして、皆様のご協
力感謝します。 

須山会員 新春邦楽演奏会では会長、副会
長，会員の皆様に大変お世話に
なりました。 

中島会員 新春邦楽演奏会では会長、副会
長，会員の皆様に大変お世話に
なりました。 

中島会員 里親クラブ 10 周年記念会に
は、 
熊澤先生に大変お世話になり
ました。 

横山会員 年初例会新春邦楽の宴有難う
ございました。大阪元気音頭、
元気がでました。今年もよろし
くお願いします。 

 
1/18 結婚・誕生ニコニコＢＯＸ累計 612,000 円 

 


