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前回の例会 

2023年 1月 27日(金)第 1981回 

卓 話  「 免疫とは 」 

卓話者  田口 隆 会員 

今週の歌  「 それでこそロータリー 」  

      「 堺北ＲＣの歌 」「 冬景色 」 

お客様の紹介・出席報告・ 

会長の時間・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告  

〇皆出席表彰（１月度）  

 吉村博勝会員（第２回） 

〇米山功労者表彰 

 濵口正義会員（第92回メジャードナー） 

米澤邦明会員（第8回米山功労者） 

𠮷村博勝会員（第6回米山功労者）  

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2023年 2月 3日 第 1981号 

 

2023年 2月 3日(金)第 1982回 

「第 2回クラブアッセンブリー」 

各委員会 委員長 

今週の歌  「 君が代 」 「 奉仕の理想 」 

      「 バースデーソング 」 

お客様の紹介・出席報告・ 

会長の時間・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告  

〇会員・奥様誕生祝い(２月度)  

  永富久紀会員(11日)  池永隆昭会員(14日)   

辰 正博会員(23日) 池田茂雄会員(26日) 

  笹山 恭子様(2日)  

〇結婚記念祝い（２月度）  

  𠮷村博勝会員（25日） 

2022-23年度 国際ロータリーのテーマ 

       「 イマジン ロータリー」 

  国際ロータリー会長 ジェニファーE・ジョーンズ（カナダ・ウインザーローズランドRC） 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 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 

事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西2丁1番30号 ポピア南海3階302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

URL     : https://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

例会日 毎週金曜日 午後0時30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

ガバナー(第2640地区)  ： 森本芳宣 

ガバナー事務所  URL   ： http://rid2640g.com/morimoto/  

E-mail ： morimoto@rid2640g.com 

会長：塩見 守  幹事：澤井久和  広報委員長：池田茂雄  編集者：那須宗弘 

 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10月 8日 

2023年 2月 10日(金)第 1983回 
夜間例会 「奥野圭作会員を偲ぶ会」 

18：30～ 

於：南海グリル天兆閣別館 4階「ローズ」 

 

本日の例会 

 

時間 

 

次回の例会 

 

時間 

 

＜1月27日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            28名 
出席会員            18名 
欠席会員                     10名 

    ゲスト                        1名 
    ビジター                      0名 
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「免疫とは」 

田口 隆 会員 

  

私の友人が、15 年ほど前にじ

ん帯を損傷致しました。今まで

は、筋肉を鍛えることによって

維持していましたが、最近にな

って、痛みが出てくるようにな

り、足を引きずるようになって

きました。 

従来なら手術となる様ですが、再生医療に挑戦

することになりました。担当医の説明では、膝

関節内に投与する自分の細胞や血液由来の成分

を使い病気の治療行っています。 

 

再生医療とは 

 人が本来持っている治癒能力や組織修復能

力・再生能力を最大限に引き出す再生医療です。 

（医者の説明では、わかりやすく言うと怪我を

して、血が出て血が固まりかさぶたになって、  

かさぶたが取れて、傷が治る→自己免疫という

様です。） 

スポーツ障害による肘やひざの痛み、腱や筋肉

の損傷などで注目を浴びています。 

自分の細胞や血液由来の成分を使うため後遺症

などの心配もないようです。 

医療費については、保険の対象外ですが、数年

前は数百万円～数千万円もしたそうですが、今

は何十万円で治療できるそうです。 

今の段階では、再生医療機関は自分で調べ行動

し、探す以外に確たる情報が無いようです。 

 

免疫とは 

 細菌やウイルスなどの「異物」から、体に入

ってくるのを防いだり、排除したりして体を守

る働きのことをいいます。 

歳を取ってから大きなストレスを抱えると体と

免疫機能が低下し、大きな病気に繋がります。 

ストレスをためないようにしましょう。 

 

 

免疫機能を正しく機能させるには 

 ・ストレスをためない生活 

 ・適度の運動 

 ・十分な休養（睡眠） 

 ・栄養バランスのよい食事  

などが、重要なようです。  

  

 

 

会長 塩見 守 

 

本日の会長の時間は、「ＡＩ

スーツケースが盲導犬代わり」

のお話をさせていただきます。

盲導犬のように視覚障害者を誘

導する自動ロボット「ＡＩスー

ツケース」を開発している全盲の研究者で、日

本科学未来館（東京都江東区）館長の浅川智恵

子さんが屋外での初の実演に挑戦した。浅川さ

んは「普段はまっすぐ歩くことにも気を付けて

いる。こんなに気軽に駅にいけるのかと感動し

た」と喜んだ。ＡＩスーツケースは浅川さんが

発案し、企業の協力を得て 2017 年に開発が始ま

った。目的地をセットすると、カメラやレーザ

ー光によるセンサーで障害物を自動的に回避し

ながら進む。ヘッドホンからはナビ音声も流れ

る。屋内ではすでに実証実験をしているが、今

回は屋外での走行にあたり、段差を乗り越えら

れるよう車輪を大きくした。高精度の衛星測位

システムも導入し、自らの位置を誤差 10 センチ

以内で推定できるようにした。この日は未来館

から最寄り駅付近に向

かう公道を歩いた。周

囲を人に囲まれ、機械

が位置を見失ってしま

う場面もあったが、浅

川さんは最大速度 4 キ

ロですたすたと歩い

た。28日から 2月 6日

まで、希望する視覚障

害者らが未来館前で実

証実験参加する（募集

はすでに締め切り）。 

卓 話 

時間 

 

会長の時間 

時間 
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浅川さんは、「白杖、盲導犬に続く第３のモビリ

ティーエイド（移動補助手段）に位置づけてい

くのが目標だ。視覚障碍者がもっと楽しく街を

歩けるようになれば」と語った。 

 

 

 

国際奉仕委員会  

「タイ王国 浄水器プロジェクトについて」                             

国際奉仕委員長 池永 隆昭 

 

コロナでここ2年現地訪問が叶い

ませんでしたが、今年は 13回目の

上記国際奉仕事業に那須会員、中田

会員、綿谷会員、嶽盛会員、畑中会

員、鶴会員、私 池永の7名で、2月

4日(土)出発し、現地 6日、7日のタイ浄水器寄

贈＆贈呈セレモニーに参加してまいります。 

帰国しましたら、写真とともにご報告いたしま

す。 

 

 

 

（１）配布物 

  ・週報  

・ロータリー財団確定申告用寄付金領収証 

・堺事件を語り継ぐ会より講座案内チラシ 

 

（２）例会変更のお知らせ 

次週 2月 10日（金）のインフォーマルミーテ

ィングは夜間例会「奥野会員を偲ぶ会」へ変更

いたします。 

 １８：３０～ 開会点鐘 

 於：例会場（天兆閣別館 4階「ローズ」）  

ご参加よろしくお願いいたします。 

 

（３）堺７RC 合同フォーラムのご案内 

標記の件、昨年度から堺 7ＲＣ連絡会にて企画

しておりました堺７RC 合同フォーラムを今年度

連絡会が引き継ぎ、さらに検討を重ねこの度開

催の運びとなりました。 

ご多用中大変恐縮ではございますが、多くの会

員様にご参加いただけますようお願い申し上げ

ます。ホストクラブの準備の都合上、申し訳あ

りませんが、2月10日（金）までにご回答をお願

いいたします。 

           記 

日 時：令和５年３月 1７日(金) 

 受 付：１５時３０分～ 

合同フォーラム:１６時００分～１９時００分 

（１７：３０頃～例会食事） 

場 所：ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺 

４階「ロイヤルホール」  

テーマ：・7RCで共同事業ができないか 

    ・会員増強について 

会 費：８，０００円 個人負担不要 

  クラブ例会費より支出しますので、ご参加 

お願いします！ 

＊同日 昼の通常例会は上記堺 7RC合同フォーラ  

ムへ変更いたします。 

 

 

  

 

（50音順） 

池永隆昭会員 タイへ奉仕に行ってきます。 

澤井久和会員 本日、例会欠席誠に申し訳ござ

いません。本日1月27日は明治3

年（1870 年）日の丸国旗として

制定。白は神聖、純潔、平和。

赤は熱誠、博愛、誠意を示すシ

ンプルですが、世界では大人気。 

       バンザイ日本！！ 

塩見 守会員 田口会員の卓話、楽しみにして

おります。 

中川 澄会員 寒いですね。早くプロ野球が開

幕してほしいです。 

畑中一辰会員 久しぶりのSAAです。少し緊張感

があります。 

田口さん卓話楽しみです。 

沖縄は半袖でゴルフ出来ましたが、

大阪は寒いです。 

米澤邦明会員 つめたい雨が頭にポツリ・・・。

以前は多少の雨なら感じなかっ

たのに・・・。そろそろ仲間入

りか・・・。 

SAA報告 

委員会報告 

SAA報告 
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綿谷伸一会員 田口会員、卓話楽しみにしてい

ます。 

  合計２６，０００円 

 

◆米山記念奨学会特別寄付 

1月 20日分（前回週報掲載洩れ） 

 那須宗弘会員・濵口正義会員・米澤邦明会員 

1月 27日分 

 池田茂雄会員・嶽盛和三会員・那須宗弘会員 

 

 

 

 

ゴルフ同好会 

「第１０５回 北輪会のご報告」 

代表世話人 北村 勝博 

 

第１０５回 北輪会が天野山カ

ントリークラブで開催されました。 

あいにくこの日は朝から雨が降っ

ており、スタート前から皆さん 

レインウエアを着てのプレーとな

りました。 

牧野 信夫様が優勝、２位は岩出 義久様、３位 

増田 竜太様となりました。 

堺北ＲＣでは泉谷 一郎様が最上位の４位と好

成績となっています。 

一日中雨の中のプレートなりましたが参加者２

４名、無事ラウンドを終了することができまし

た。 

次回５月１３日（土）を予定しておりますので、

ぜひご参加頂けます様よろしくお願い申し上げ

ます。 

 

 

その他 

米山功労者表彰 代表 米澤邦明会員（第8回） 

      前回優勝の吉村博勝会員 

米山奨学生 グェン ティ ホアン オアンさん 
１月度米山奨学金授与 

 

例 会 風 景 

今日は節分です！ 

令和5年(2023年)の恵方は「南南東」 


