
お誕生 日

該当者なし

《会長代行挨拶要旨》

「不老長寿」

第 2766回例会

《司 会》  新聞 桂子 君

《合 唱》  「それでこそロータリー」

《BGM》  ベー トーヴェン

交響曲第 7番 イ長調 作品 92

《ゲスト》 御伝鷹まちづ くり株式会社

代表取締役 関川 清明 様

《ビジター》 海野 育男 君 (浜松RC)

《本日のお祝い》

結婚記念 日

5月 21日 曽根 正弘 君

5月 22日 川 口 尚宜 君

佐橋 儀 会長代行

不老長寿 は古来 か らの

人間の願望です。史記によ

ると、中国・秦の始皇帝は

家臣の徐福に蓬来の国に往

き、仙人を連れ帰 り、仙薬

を持ち帰るように命 じまし

た。総勢数千人の部隊は秘

薬を持ち帰 り皇帝に献上し

ましたが、その秘薬には人体に有害である水銀が含ま

れていた為に、かえつて死を早めてしまつたとあ りま

す。また我が国の竹取物語の終幕近くにはかぐや姫が

婚約者に不老不死の仙薬を求めたことやガ リバー旅行

記にも不老不死の国を訪れたことが書かれています。

しか しヒ トが個体 として永遠に生存 し続けることは

不可能ですが子孫を残す とい う形で生命を繋 ぐ仕組み

があります。また、細胞 とい う形態では培養を続ける

ことで生存が持続できます。有名な培養細胞に HeLa

細胞 (ヒ ーラ細胞)が あ ります。この細胞は子宮頸がん

患者であつた 30代黒人女性のがん細胞です。彼女は

平成 28年 5月 19日 天候 晴

1951年に亡くな りましたが、31歳時の子宮がん手術時

に採取された彼女の子宮がん細胞は彼女の死後 65年
経過 した現在でも、米国スタンフォー ド大学医学部の

培養室にあるはずで、がん細胞は自己増殖能力を持ち

ますので今でも生き続けています。培養開始からほぼ

100年近く生き続けています。

さてこれか ら人体を構成する細胞についてお話を

進めていきたいと思います。我々の身体は、約 60兆 の

細胞からなると言われています。60兆の細胞は大きさ

形、機能は千差万別で、例えば大きさから言えば、人

体で最 も大 きな細胞は卵子です。直径 は約 200 μ m

(0 2mn)ですから肉眼で確認可能です。不妊症治療で

体外受精のために、卵巣から卵子を採取する時でも肉

眼で卵子の数を数えることが出来ます。もちろん大多

数の細胞はより小さくて、顕微鏡を使わなければ見る

ことが出来ません。血液 中の赤血球は 5～ 8μ mで
一般的に 5～ 25 μ mの 大きさの細胞が多いようです。

きわめて長い細胞には筋内細胞で数 cmに も及ぶも

のもあ ります。また形も様々で、球形の細胞が多いの

ですが、平らな扁平状のもの、立方体を呈するものも

存在 します。機能に至っては個々の細胞が集合 して組

織を作 り、組織が合体 して臓器 とな り、臓器が組み合

わさつて、呼吸器系、消化器系、骨格系、循環器系な

どを構成 して、それぞれの細胞がその場に必要な機能

を発揮 して人体が生存できる状態を保つています。

また各々の細胞 には寿命があつて次々に新 しい細

胞が再生されますが、細胞の再生周期 も様々で細胞に

よって大きな差があります。回転の速い細胞には小腸

の細胞があります。消化 された食物から栄養を吸収 し

て血液中に取 り込む役 目ですが、この細胞は 1日 で死

滅 して新 しい細胞に置き換わ ります。赤血球は4か月

骨は 10年 と言われています。以前、神経細胞は再生・

修復は不能で、一度損傷 したら再生は不可能 と言われ

ていましたが最近ではリハ ビリによつてある程度の再

生は可能 と言われています。

すべての細胞も老化が進むと再生能力も修復能力も

衰えてきて、やがて細胞死を迎えることにな ります。

続いて臓器の機能停止から個体の死に至 ります。
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《新入会員紹介》

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

花房 善之 君が入会されました。

》

ちづ くり株式会社   関川 清明 様

よる まちづくり」

御伝鷹 (みてた)

まちづくり株式会

社は、御幸町、伝

馬町、鷹匠、 3つ

の商店街が、面か

らエ リアとしての

活動を継続的に実

施 していくために

設立しました。

静岡市の現状を

見ると、商業的な力も少 し落ちてきています。良いと

ころもたくさんあるが、滞在型ではなく素通 りする都

市になっています。そ うした中で街の魅力を高めるた

めに地域内外の組織をつなぎ、効率的に力を結集 して

街を発展させるための組織です。

これまでは商業を活性化する仕組みを作 り、観光資

源につながる歴史・文化を掘 り起こすことを目指 して

活動 してお りましたが、商工会議所のアンケー トを見

ると「駅周辺は駐車料金が高い。 どの駐車場がどの店

舗のサービスを受けられるかがわからない。いつも混

んでいる」などの意見が多くあ りました。それをなん

とかしようとい う思いがきっかけで 「駐車場による街

づくりJを始めました。

他地域の事例では、駐車場の共通サービス券の取組

みが多くあります。静岡市も色々と取組んでお り、駐

車場サービスシステムを統一する取組みを検討 してい

ますが、静岡は民間の力が大きいことから3商店街に

ある駐車場 と話 しを進めています。静岡はコンパク ト

シティのため、市街地を回遊できることから、駐車券

を 1枚に統一、各店舗のデータを集め、回遊性や滞留

時間のデータを取得することにより、行政の市街地活

性化や交通施策にも積極的に活用を図つていこうとい

うものです。また大型店の価値、集客力も街づくりに

活かせないかと考えています。

駐車場業はお店のコンシェルジェであるべきなの

に、サー ビスとい う形で低 く見られています。駐車場

待ちや対応が悪ければ 2度 と来ないと思われてしまい

ます。そ うならないように、駐車場が皆さんをお迎え

するシステムができたらと考えています。車で街中に

来たいとい う人は多いです。また、車で来たお客様は

公共交通機関利用より4倍のお買い物をするとのデー

タもあります。車でもつと来てもらい駐車場が混まな

いように平準化 しながら利用 してもらうことを考えて

います。

静岡駅前は駐車場が足 りないのではなく、平準化 さ

れていないことや、大型店のサー ビス基準を考えると

駐車場負担が大きいと思います。

みんなで街づくりを考えるときには、大型店は大型

店の負担をして頂き、地元は地元の負担、行政はその

きつかけを作つてもらう必要があります。
「どこで買い物をしても、どこの駐車場を利用 して

も割引がある」 とい う考え方が面白いと、経産省、関

東経済局からも調査試験は認められ、補助金の要望も

出してお り、認可されれば平成 28年 10月 から平成 29

年 2月 の期間で実施 します。

提携駐車 場でのご利用 方法 その |,

利用者は多店舗でサービスを受け、滞留時間も伸び

食事等の時間も確保でき、回遊性の向上に役立つよう

になつていくことと考えています。

駐車場のあり方など今後も皆さんと考えていきなが

ら、街のコンシェルジュとして色々な案内ができる会

社にな りたいと思つています。

《スマイル報告》

戸塚 敦雄 君  ① 5月 18日 発表の全国新酒鑑評会で

岡山の平喜酒造「大吟醸喜平」が金賞

を受賞することが出来ました。感謝

してスマイル します。

② 5月 17日 高城ゴルフクラブで「あ

すなろ会 ゴル フ」幹事の由利様 に感

謝 して。

川崎 依子 君  あすなろゴルフ会で、初めて葛城 ゴ

ルフカン トリーでプ レイ させていた

だきました。あいにくの雨模様で し

たが、優 しいメンバーに恵まれて、

大変なが らも、楽 しくラウン ドでき

ま した。幹事の由利 さん とメンバー

の皆 さんに感謝 してスマイル しま

す。

伊藤洋一郎 君 花房 さんを新入会員 として、お迎え

しました。情報委員会の喜びとして。

相原 雄治 君  花房 さんの入会を祝 してスマイル し

ます。よろしくお願い します。

花房 善之 君  本 日より入会 させて頂きます。

皆 さまどうぞよろしくお願いいた し

ます。

《出席報告》
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

5/19 52(48) 31 17

5/12 51(48 41 7

51(47 7 3 4 91 49%
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