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国際ロータリー2012～13 年度会長 田中 作次 

  

～～ 家 族 月 間 ～～ 
第 2541 回例会 平成 24 年 12 月 14 日（金） 

 
◇ 点  鐘       小宮山 四郎 会長 

◇ ロータリーソング   奉仕の理想 

◇ 四つのテスト     角田 憲司 会員 

◇ ニコニコボックス 

遠藤 英一 会員：先週の今頃、非常にウキウキしておりました。次の
日が第１回目の釣り同好会だったからです。前日には雨合羽までお買い
もとめになり準備を整えていた会員もいらっしゃいましたが、夜７時過
ぎに電話があり、風が強いから中止という連絡でした。内房はどうして

も船が小さいものですから、すぐに中止になってしまいます。折角１０
名もの方が参加表明をして下さいましたのに残念です。来年早々には河

豚か鯛を狙って再度募集したいと思います。 

 

高橋 かしわ 会員:１２月７日、成田国際空港が、開港以来、国際線

の貨物量が累計で５，０００万ｔを達成いたしました。 

 

小宮山 四郎 会長：先週、孫娘が７歳で七五三のお祝いをいたしまし
た。これからも元気に育って欲しいという願いを込めましてニコニコい
たします。 

 

石橋 菊太郎 会員：先日、８９日大変有意義な研修を受けてまいりま
した。これは自分が好きな部分を５つ、いま考えてください。この５つ
のことを寝る前にもう一度思い出してください。（小澤さんへの陰謀大
も含め） 

 

平山 金吾 会員：私は年末になりますといつも手紙の整理をいたしま
す。そうしましたら、昨年３月３日付で出された手紙が出てまいりまし
た。 

平山金吾さま 
ロータリーへの道、ご恵与下さいましてありがとうございます。ロー

タリーで一番影響を受けたのは何かと問われたら、ためらいもなく“ロ
ータリーへの道”だと答えられるでしょう、しかもその翻訳をされた柴
田實様が現役の貴ロータリークラブ ロータリアンであるとお聞きし
て久しく今日ほど感動したことはありません。本当にありがとうござい
ました。失礼とは存じますが、金額少々同封いたしましたのでにこにこ
ボックスへお願いいたします。 

中には１０，０００円が入っておりました。これは私が米山の関係の
理事で出ておりました時の、菅正明さんという北九州の戸畑東ロータリ
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ーでガバナーまでやられた方なのですが、非常にロータリーのことも研究され、自分で本
など書いていらっしゃいます。その方が柴田さんのロータリーへの道を読んでこれほど感

動したことはないというお手紙です。大変ご紹介が遅くなりましたが、回覧させていただ
きます。 

 

諸岡 靖彦 会員：東京スカイツリリーに行ってきました。個人で当
日行くと、空いている時でも１時間待ちだそうです。土日であれば大
変な時間待たされると思います。たまたま施設見学会でエントリーを
しておりましたので、団体扱いでスムーズに入れました。スカイツリ
ーに上るのは、朝一か夕方の残照の富士山が見える時が一番ではない
かと思いました。 

 

小澤 美良 会員：１２月５日、市川南ロータリークラブへ卓話に行

って来ました。初めて他のロータリークラブへ出席させていただきま
したが、会員数は１６名。欠席の方もいらっしゃいましたので、出席
していらっしゃったのは１０名ぐらいだったと思います。そういう状
況を見ておりますと、私が入っております成田ロータリークラブは毎
回４０名を超える出席者のもとで開催されていること、これは本当に
幸せに感じました。そういうところで、私自身も勉強させていただい

ていることに感謝の気持ちで一杯です。併せて１２月で弊社は６０周
年を迎えました。 

 

設楽 正行 会員：本日、たまたま司会の矢島会員の隣に座りまし
た。そうしましたら、３回くらい「ニコニコ無いの？」と言われま

した。そうなると私の気持ちも盛り上がってまいりました。先日、
商店街のＭＡＰを作成し、それを各ホテル、駅周辺等へ３，０００
部ほど配布いたしました。これが大変好評でありまして、残数が少
なくなってきましたので、暮れに５，０００部ほど増刷いたしまし
た。こうなりますと、いくらかホテルさんなどにもご協力願えない
かと相談してみましたが、平山会員のセンターホテルだけ良いお返

事をいただきました。しかし、一か所だけからご協力いただくわけにもいかず自分たちで
何とか頑張ります。 

 

横田 匡彦 会員：ニコニコの内容は数えきれない程ございますのでま
とめてやらせていただきます。その中でも、今週月曜日、１２年半ほど
本社を置いておりました林ビルから京成東口の森田ビルに移転しまし

た。その節は平山会員に大変お世話になりました。 

 

 

平山 秀樹 会員：先ほどから続けて名前を出していただきましたので、ニコニコさせて
いただきます。 

 

◇ 会長挨拶   小宮山 四郎 会長 

今年の例会も、本日の通常例会と来週の忘年家族例会を残すのみとなりました。 

また、今月は家族月間ですので多くの会員、ご婦人の参加をお願い致します。我々会員
が日々ロータリー活動が出来るのも内なる家族の協力が絶対欠かせない力となっているこ
とは間違いのない事実であります。来週の家族例会には是非日頃の感謝をこめて一緒に楽

しんで頂きたいと思います。今年度上半期を振り返り、親睦では多くの会員、ご婦人の参
加を頂き北海道へ親睦旅行を楽しむことが出来ました。 
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奉仕プロジェクトでは、ボーイスカウト成田第 1 団へキャン
プ場収納庫の寄贈式を行いました。会員増強では、現在 4 名の

新会員を迎えることが出来、1 名の入会候補者がおります。今年
度、純増 2 名以上の目標を掲げ、64 名強を最終的に確保したい
と考えますので会員の皆様の更なるご協力をお願い致します。
年明け早々、クラブ協議会で上半期の総括と、下半期に向けた
活動計画の再確認と、遠藤年度がスムーズに始動出来るよう協
議を重ねて頂きたいと考えます。 

「今年の漢字」はシドニー五輪のあった平成 12 年に続いて
「金」に決まった。前回同様、ロンドン五輪で日本人選手が大
活躍し、国民栄誉賞に輝いたレスリングの吉田沙保里選手は副賞として、金色の真珠ネッ
クレスをもらい、関東で観測できた金冠日食は、百数十年ぶりという。また、消費税や生
活保護などお金の話題が多かったからだという。然し、周囲からはこんな不満の声があが

る。 

韓国が竹島の不法占拠を正当化し、中国の交船が尖閣諸島付近の海域への侵入を繰り返
す状況を見れば、「島」がふさわしい。熱烈な巨人ファンは、阪神タイガースが 18 年ぶり
にリーグ優勝した 15 年が「虎」なのだから、当然日本一になった巨人の「巨」だと主張す
るだろう。12 日は重大ニュースが相次いだ。ノーベル賞を受けた京都大学の山中伸弥教授
が、ストックホルムでの会見で挙げた、「驚」が一番ぴったり来る。なかでも、北朝鮮に

よる長距離弾道ミサイルの発射には、虚を突かれた。 

北朝鮮は 2 日前、3 段式ミサイルの 1 段目に「技術的欠陥」が見つかり、発射予定期間
を 29 日まで 7 日間延長すると発表したばかりだ。修理に必要な期間を想定すると、数日
内の発射はない、との観測が広がっていた。欠陥が予想以上に小さかったのか。それとも
ミサイルをあくまで「人工衛星」といいつのる北朝鮮が、16 日の、日本の総選挙や、19

日、韓国の大統領選挙をにらんで仕掛ける、新たな謀略の始まりなのだろうか。いずれに
しても、まもなく一周忌を迎える金正日総書記の遺訓通り、金正恩政権が、核とミサイル
を中心に位置づける［強国国家］の建設に邁進する事実は重い。 

この、ふたつの「金」に対す拉致被害者の家族の怒りはますます強まった。 

これが「今年の漢字」に選ばれた理由のひとつなら、納得も出来る。 

 

◇ 委員会報告 

・成田環境ネットワーク  平野 省二 会員 

成田環境ネットワークより空港周辺道路美化活動の実施について協力
依頼が来ております。 

日 時：12 月 18 日（火）成田国際文化会館 

出発式：午前 9 時 15 分  

作業時間は約 2 時間位です。ご都合のつく方は私までご連絡をお願
いいたします。 

 

◇ 幹事報告   石川 憲弘 幹事 

１． 来週 12 月 21 日は今年最後の忘年家族例会  

場所：米屋観光センター    点鐘：18：30 

12 月 28 日の例会は休会、来年 1 月 4 日も休会となります 

1 月 11 日は夜間新年例会 場所：成田ビューホテル 点鐘：18：30 理事会：17:00 

※お休みが続きますので お間違いのないようにお願いいたします。尚、メイキャ
ップされる方はビューホテルフロントでお願いいたします 

２． ガバナー事務所より年末年始のご案内が届いております 

事務所休業日 12 月 27 日(木)～2013 年 1 月 6 日（日）までです 

３．多古ロータリークラブより週報が届いております 
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◇卓話  

～～ 花粉症について ～～ 

横田 匡彦 会員／ウェザー・サービス（株） 

本日は、もうすぐシーズンに突入する、スギ花

粉症の話をさせて頂きます。お手元に写真が 2 枚

ありますが、これはαchamber（アルファチャン

バー）と呼んでいる抗原曝露設備です。外部から

入り込む塵・ホコリなどの粒子を排除し、空気を

清浄にしたクリーンルーム内に、花粉を一定濃度

で飛散させることで、花粉症の臨床試験を行う花

粉飛散室です。空中浮遊粒子が全く無くなった状

態の中へ、純粋なスギ花粉を入れます。8,000 個／

m3（1 年に 1 回か 2 回、飛ぶかなぁというくらい

濃度の濃い状態です）。そして、この中に花粉症

の方に入っていただき、症状を誘発します。今ま

で多くの人がこの中に入りましたが、花粉症の方

で症状が出なかった人は一人もいません。その状

態で色々な薬を飲んでいただき、薬の効果を測定

しようというものです。新薬が厚労省から承認さ

れる時は、第Ⅰ相試験から第Ⅲ相試験まで手順を

踏んで臨床試験をすることが義務付けられていま

す。αChamber は第Ⅱ、Ⅲ相試験を行うために建設した設備です。 

先週の土日、非常に大規模な治験が終わり、約 400 症例ほどのデーターを取りました。

本来であれば花粉症の症状が出ない時期に、花粉症の症状を誘発させて頂きます。下にツ

ナギを着た人が並んでいる写真がありますが、これが実際に試験をやっている景色です。

顔だけ出して服や髪の毛にはスギ花粉が付かないようにして中に入っていただきます。 

何故こういう設備を作ったかといいますと、花粉症の薬は何種類もあります。しかし、

花粉症の薬の臨床試験は何年という非常に長い時間がかかってしまいます。それはスギ花

粉が１年のうち 3 か月ぐらいしか飛散しないこと、そして毎年の飛散量大きく変動する事

から、時間をかけて症例を増やす必要が有るためです。実際、試験に参加していただく方

がどれくらいスギ花粉に触れたかわからないという状況で、本物の薬と偽物の薬を飲んで

いただきその効果を比べるのですが、不確定要素が多すぎます。そのため、正しい試験を

するためには早くても５、６年、下手をすれば１０年かかるという状況です。これがもっ

と短い期間で出来ないのか・・・と考え出されたのが人工環境下での試験です。先週終わ

った試験は 2 か月半でした。これを自然界でやると 4 年かかります。花粉症の方には、新

しい薬を 1 日でも早くお手元にお届けできるようになればというところで非常に画期的な

設備です。 

しかし、この設備の建設を決意しましたのが 2007 年。それから資金調達を開始したの

ですが、多くの方に気でも違ったのか、これほどの投資をして回収の見込みがあるのかと

言われました。そして完成したのが 2008 年。この 2 か月後にリーマンショック。ほんの
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少し時期がずれていたら、これは実現できなかったのではないかと思います。こういう設

備ができたとアナウンスしますと、色々な製薬メーカーさんからお引き合いをいただきま

す。最初、一通りの内部での試験が終わりまして、2009 年春から実稼働させようと準備を

進めておりました。ところが 2009 年新型インフルエンザが流行し始め、当時、死亡率が

高いのではないかと恐れられた時期があります。このαチャンバーの中には同時に 50 人の

方が入れます。非常に濃厚な接触をしますので、一人でも感染者がいれば全員に移ってし

まうということでやむなく 1年試験を中止せざるを得ない状況になりました。そして、2010

年から再開。10 年、11 年 500 症例ほど試験を実施し、更に症例を増やそうと思っており

ましたところ、2011 年 3 月 11 日、東日本大震災が起きた直後の福島第 2 原子力発電所の

事故がおきました。実は私どもが実験に使っているスギ花粉は茨城県北部から採取したも

のを当時使っておりました。もしやと思いまして、2011 年 3 月に収穫されたスギ花粉を調

べましたらセシウム１３４、１３７が検出され、これは人には使えないということで、そ

れまでに準備されていたスギ花粉の在庫を使い切ったところで試験を再び中断し、今年の

春に採取された四国からのスギ花粉で試験を再開したところです。約 3 年弱稼働していま

すが、延べ 1000 人弱の人に入っていただき、花粉症の症状を出していただきました。実

際にこういった設備を使って色々な薬の試験をやってみました。非常に興味深いのですが、

人によって効き方が違います。必ず対照群として、何も飲まないで入る、偽物を飲む、次

に本物を飲む。理屈からいえば何にも飲まないで入った方が症状がひどいはずなのですが、

実薬とプラセボについて教えないで入っていただきますと、本物の薬を飲んだ時のほうが

症状が出てしまう人もいます。人の体は不思議です。更にインフルエンザが流行した時に

（有人試験はできないので）、人を使わないでよい試験を考え出しました。空気洗浄機、

マスクなどです。世の中に売られているマスクはほとんど試験済みです。いろいろ相談さ

れますがマスクはどれも一緒で、起きてから寝るまでつけっぱなしでなければ大差ありま

せん。おまじないのようなものなのです。空気洗浄機も同じようなことが言えます。 

 

現在、日本全国で人口の２６％が花粉症を発症しています。関東地方でも４０％が発症、

８０％の方が感作を受けています。そのうちの半数ぐらいが将来発症するでしょう。関東

地方では人口の半分が花粉症になる可能性があります。お医者さんとよく話をするのです

が、5 割を超える人が花粉症になったら花粉症は病気として扱ってもらえるかどうかと。

日本人は春先にくしゃみをして鼻水を出す民族と見方がかわるのではないだろうか。更に

これに多額の医療費を使えば、国の経済も破たんするのではないかというようなところで、

今後どう向き合っていくのかというのが議論されています。さらに花粉症は、非常に因果

な病気です。これで人が死んだというのは聞いたこ

とがありません。ただ症状は非常に辛く、集中力が

失われ、経済的な損失も大きいです。ただそういっ

たときに、最後の最後はセルフケアが一番大切です。

花粉に触れない。規則正しく生活し免疫を高める。

自分で管理していかないと国民全体が薬漬けになる

のではと真剣に心配されています。花粉症を調べ始

めて面白いことがわかりました。ジャイアンツの松
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井選手は花粉症で有名でしたが、春先は成績が悪い。ヤンキースでは花粉がないので 4 月

から調子が良かったのですが、次の年から別の草の花粉症が出て成績がダウン。アスリー

トは薬が飲めないので非常に辛い立場にあると思います。 

 

αチャンバーの中で行った試験の中で、非常に過酷な試験があります。人はどれくらいの

花粉曝露に耐えられるかということで、極限の試験を行いました。私も実際 中へ入り、

通常 3 時間を 1 回。これを三日間連続で行いました。1 日目は、普通の症状、２日目は経

験ないほどの激しさ、そうなると 3 日目はリタイア自由ということにして中へ入りました

が、ここでは症状に出ない人がいました。よくよく考えてこれも理屈に合っているのです。

人の体が作るヒスタミンの量には限界があり、それが二日目で使いきってしまったのです。

極限まで症状が出ると、そのあとは逆に出なくなるかもしれません。花粉症はやればやる

ほど面白いという仕事を始めてしまいました。今もやり続けています。成田は非常にスギ

がたくさん生えています。調べてみましたが、来年の春は去年の 3 倍から 4 倍相当の量の

飛散があると思われます。 

 

なぜ花粉症になるのか？研究者の間でホットな話題です。 

 

・コップの水が溢れるようなもの、溢れた時に発症 

・子供の頃に家畜と一緒に過ごしていた。衛生仮説と呼ばれアレルギーになりにくい 

・育った環境によって違う。田舎より都市部のほうが多い。 

 

しかし、全て誤りであったとされています。現在は 

 

・遺伝的特性 DNA の塩基配列のどこかに花粉症やアレルギーをつかさどっているところ

があるのではないか 

 

と云われ、基礎系の先生方が血眼になって研究をされています。 

 

色々なグッズが売り出されておりますが、一番効くのは早めに橘先生のところで薬を処方

していただきそれを飲むことです。本日はご清聴ありがとうございました。 

 

 点  鐘   小宮山 四郎 会長 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

平野 省二、矢島 紀昭、小井戸 国雄、小泉 英夫、石川 憲弘 各会員 12月 18日 空港周辺道路美化活動 

 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６２ ６０ ４０ ２０ ６７．２１％ ７１．６６％ 

事務局 〒286-0127 成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 


