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例会開始前の握手会 

国歌斉唱 

ロータリーソング斉唱    （我等の生業） 

 

ロータリーの目的・四つのテスト唱和   

仁見惠美子 会員 

 

例会プログラム 

司会 加藤文男会員  

点鐘 

国歌斉唱 

ロータリーソング（我等の生業）斉唱 

ロータリーの目的・四つのテスト唱和 仁見惠美子会員 

会員誕生月祝い 伊丹昌幸会員 佐々木倉造会員 

結婚月祝い 石井英男会員  

会長挨拶 大澤二三夫会長 

幹事報告 小林玲子幹事 

卓話  

ハイギョ 肺の界面活性物質の研究 松村豪一会員 

委員会報告 

特別委員会 坂口正城委員長 

社会奉仕委員会 成田志津子委員長 

ロータリー財団委員会 宮城 仁委員長 

出席報告 松本安永委員長 

スマイル報告 井上脩士副 SAA 

点鐘 

 

わ 

 

RI第 2770地区     第 5グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ 
  

 会員一人ひとりが輝き 

      その火をクラブへ 
 

第 1077回例会 2014年 11月 5日 

日 
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会長挨拶           大澤二三夫 会長 

私事ですが、先週の

土曜日に加藤勉会員に

お願いしていた新車が

納車されました。納車ま

で約 5ヶ月かかりました。

今の車は、色んな機能

がついていて、ちょっとカルチャーショックで

す。 

又、車には色んな会社の製品が付いていま

す。BtoB と言う言葉をご存知でしょうか？企業

の製品を他の企業に提供することを、意味して

いるのですが、パナソニックがテレビ失敗し、負

債を抱えたのですが、航空機の座席に付ける

テレビモニターを航空機会社に売り込み、一般

のテレビより高い利益率を確保するなどしてい

て、今や企業は一般ユーザーから企業に販売

先を転換しつつあります。色んな会社で自社製

品を企業に売り込んでいます。エアコンのダイ

キンは、今では、世界一の空調メーカーです。

建築業界では、ビルを新築する際には、殆どが

ダイキンの製品です。そして、三菱電機は今期、

過去最高の利益を確保するそうです。この会社

も BtoBで、成功しています。 

さて、先週の金曜日ですが、日銀の追加金

融緩和が発表されましたが、一説には、消費税

10%への後押しとも言われていますが、金額にし

て 10兆円～20兆円規模でしょうか？金融機関

及び政府の国債を買取り、その資金が世間に

廻り、企業の設備投資を後押しして、インフレに

して、物価が上がると、購買意欲は沸くのでしょ

うか？問題は賃金が上がるかですが、後で、伊

丹支店長からお聞きしたいです。ともあれ、私

は、消費税が上がる前に車を購入して良かった

です。 

幹事報告          小林玲子 幹事 

① 2014年11月のロ

ータリーレートは、

1 ドル＝106円 

② 10 月 23 日（木） 

こうのす市民ゴ

ルフ 13 名出席

しました 

③ 10 月 24 日（金）地区 「クラブ研修リーダ

ーセミナー」 加藤文男パスト会長出席し

ました 

④ 10 月 25 日（土）会員増強維持委員会開

催しました 6名出席 

⑤ 10月 26日（日）クリーンこうのす 9時から、

ふるさとの杜の草取りを行いました 12 名

出席 

⑥ 10 月 29 日（水）木曜ゴルフ会開催しまし

た 14名出席 

⑦ 10 月 29 日（水）ふれあい鴻巣ウォーキン

グ第 2回総務部会開催しました 10名出席 

⑧ 10月 31日（金）ロータリー財団・米山記念

奨学部門委員会開催しました 4名出席 

⑨ 11月 5日（水）ふれあい鴻巣ウォーキング

第 1回実行委員会開催 

⑩ 11 月 12 日（水）臨時パスト会長会開催 

18時～ 和風レストラン とき 

⑪ 11月 15日（土）・16日（日）地区大会大宮

ソニックシティ・大ホール・小ホール パレ

スホテル大宮 

⑫ 2015 年 4 月 4 日（土）5 日（日）6 日(月) 

RYLA 研修セミナー募集 岩手県宮古市 

募集期間 2014 年 10 月 15 日より 12 月

末日まで  

参加費用 ロータリアン 75,000円  

研修生 60,000円 

事前研修 第 1回:2015年 2月 15日（日）

AM9時 00～PM5時 00分 

第 2回:2015年 3月 8日（日）

PM2時 00～PM4時 30分 
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会員誕生月祝い     伊丹昌幸 会員 

 

今月 7 日の誕生日で 49 歳になります。いよ

いよ 50歳まであと 1年です。若い頃の想像では、

50 歳というのは相当の経験を積み、まさに重厚

な人間なんだろうな、と想像していましたが、今

の薄っぺらな自分を顧みると何とも恥ずかしく思

います。いずれにしてももうすぐ 50 歳です。「三

十にして立つ」の 30代は遠い昔、現在は「四十

にして惑わず」の 40 代ですが、毎日の部下指

導で迷ってばかり。来年いよいよ「五十にして天

命を知る」の 50 歳です。何が分かるのか、今か

ら楽しみにしたいと思います。 

最後に群馬の話題をひとつ。全国のご当地

キャラクターの人気を競う“ゆるキャラグランプリ

2014”において、群馬県のご当地キャラ「ぐんま

ちゃん」がおかげ様で見事日本一となりました。

大変ありがとうございました。群馬県民にとって

は富岡製糸場の世界遺産および国宝認定に続

く朗報です。第 2位は深谷市の「ふっかちゃん」

でした。昨年のグランプリは栃木県の「さのまる」

でしたので、栃木、群馬と続いています。来年

はぜひ埼玉に続いてもらうよう、現在埼玉県に

住むものとして応援したいと思います。本日は

ありがとうございました。 

乾杯                坂口正城 会員 

 

皆さん！おめでとうございます。 

卓話             松村豪一 会員 

ハイギョ（プロトプテルス・エチオピクス）

肺の界面活性物質の研究 

材料はアフリカ産成体

ハイギョ（プロトプテルス・

エチオピクス）11 匹を使

用。平常のもの：4 匹、人

工的に水槽内で仮眠状

態：7 匹（巨大ハイギョを

含む） 

 仮眠状態を作成。実験方法は段階的に水位

を低くし、同時に土を増やしていき、人工的に

水槽内に乾季を作成し、ハイギョの肺を摘出し

て観察した。摘出した肺の一部は光顕標本、一

部は電顕標本を作成した。光顕用の固定は

10%のホルムアルデヒド、電顕用の固定は 2.5%

グルタールアルデヒドとOSO4で固定。通常の方

法で固定包埋し、光顕及び透過型電顕で観察

した。  

ハイギョを選択した理由 

1. 発生系統樹から 

2. 肺の研究から 

3. 肺界面活性物質の研究に適切な物だから 

4. ハイギョは 3億 5千万年前から肺界面活性

物質を持っている。 

5. ハイギョの肺界面活性物質と人間のそれと

が良く類似している。 

ハイギョの特徴 

生きた化石：ダーウインが用いた表現。 
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肺呼吸をする魚：浮き袋が進化して 1対の肺 

外見の特徴：胸ビレ、尻ビレが鞭状。 

四足類に近縁：分子遺伝学手法により、シー

ラカンスよりもハイギョが四足類に近縁。 

アフリカ・ハイギョ：最も大型。1～2m。 

プロトプテルス・エチオピクス：ナイル川流域

に分布。 

結 論 

• アフリカハイギョを選んだ理由を述べた。 

• アフリカハイギョプロトプテルス・エチオピク

スの肺サーファクタントの発生機序の模式

図は二つの流れがある。 

一つは、細胞核、小胞体（ER）、ゴルジ

装 置 、 多 胞 体 （ MVB) 、 Composite 

Body(CB)を経て,ラメラ構造体を形成し、

開口分泌にてⅡ型肺胞上皮の細胞質から

肺胞腔へ出てゆく流れ。 

もう一つは、肺胞腔内の凝集物となり、

Ⅱ型肺胞上皮細胞に再吸収され、肺サー

ファクタントの生成に再利用される。その一

部はマクロファージに貪食され分解される

流れである。後者を中心に巨大ハイギョを

仮眠させて説明した。 

武渕雅英氏（鴻巣 RC）を悼む。 

                長谷川信子 会員 

 

 

 

 

 

 

委員会報告  

特別委員会          坂口正城 委員長 

 第 22 回ふれあい鴻巣ウ

ォーキング実行委員会組織

図の説明・タイムスケジュー

ルの説明をし、一人でも多い

実行委員会への参加をお願

いしました。 

社会奉仕委員会      成田志津子 委員長 

クリーン鴻巣（ふるさとの

杜草刈作業）に会員 12名、

旭科学社員5名、計17名参

加。 

11月 26日（水）総合福祉

センターにて献血例会を行

います。今回の献血は、1社 2名のご協力をどう

ぞよろしくお願い致します。 

ロータリー財団委員会     宮城 仁委員長 

 今日は、財団からのお知

らせでございます。財団とい

えば寄付金です。誠に申し

訳ございませんが一人平均

1 万円の集金をお願いしま

す。集金は今月より来年 2

月頃までに実行致します。毎回の集金お願いと

ご協力一重にお願いします。 

RLIパートⅠ・Ⅱ終了証書授与  

柿沼洋一 会員 

 

パートⅢも頑張ってね！！ 
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出席報告         松本安永 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイル報告        井上脩士 副 SAA 

 

 

前回までの合計 288,457 円
本 日 の 合 計 23,000 円
次回繰越金合計 311,457 円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 武渕雅英氏の早すぎる死を心より悼みます。 

我々水曜 RC の親睦旅行では大変お世話にな

りました。また、地区の青少年委員会などでの

活躍も思い出します。             （SI） 

 本日 修正 

 11月 5日 10月 22日 10月 15日 

 1077回 1076回 1075回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 33 33 33 

出 席 数 23 18 23 

欠 席 数 10 15 10 

例会出席率 69.70% 54.55% 69.70% 

Ｍ Ｕ 数 5 9 4 

合計出席数 28 27 27 

出 席 率 84.85% 81.82% 81.82% 

スマイル 1  11月 15日（土）16日（日）RI2770地区、地区大

会へ全員参加をお願いします。 

宮城 仁会員・寺澤銀三会員・井田喜代志会員・山口光男

会員・間室照雄会員・松本安永会員・蓮江郁夫会員・井上

脩士会員・大澤二三夫会員・仁見惠美子会員・坂口正城会

員・小林玲子会員・田邊 聖会員・石川和枝会員・伊丹昌幸

会員 

スマイル 2  松村豪一会員、卓話よろしくお願いします。 

小畑正勝会員・加藤 勉会員・間室照雄会員・加藤文男会

員・大澤二三夫会員・柿沼洋一会員・成田志津子会員・細

野潤一会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 12日 

（水） 
振替休会 

11月 15,16日 

（土、日） 

第 1078回移動例会 

地区大会 

大宮ソニックシティ 

11月 19日 

（水） 

第 1079回通常例会 

外来卓話  

11月 26日 

（水） 

第 1080回移動例会 

献血例会 

鴻巣市総合福祉センター 

10時～11時 45分 

13時～15時 30分 

12月 3日 

（水） 

第 1081回通常例会 

会員誕生月祝い 

令夫人誕生月祝い 

結婚月祝い 

12月 10日 

（水） 

第 1082回通常例会 

外来卓話 

クラブ会報委員会 

委員長  井上脩士     副委員長  寺西修身 

委 員 石川和枝 伊丹昌幸 田邊 聖 山口光男 


