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ものづくりを始めて今年で
37年目を迎えますが、今日は
私の経歴を話しながら零細メ
ーカーの姿を話してみたいと
思います。
北海道から上京して22才で
学校を出て、100人程度の当
時の中小企業の代表みたい
な、荒川区の町屋にあるスプリングと精密プレス
部品の製造と販売の会社へ就職をすることになり
ました。
入社後１年目は工場の中で熱処理部門に配属に
なり、真夏には40℃を越える環境の中で上半身ハ
ダカで400℃〜600℃のオイルの中へ15〜20kgのカ
ゴに部品を入れ出しては冷却をするという毎日で
した。２年目になり欠員の出た営業に異動になり、
新規開拓の企業訪問を繰返し４年間勤務をしまし
た。
人生の路線が見えてしまう生き方に不安とつま
らなさを感じ、何か新しいものに挑戦したいと考
え心機一転退社をして、昭和47年松戸のみのり台
で農家の空家を借りて板バネの製造を始めること
になりました。お金もなし、お客もなしのまさに
何も無い出発でした。
２台の自動機と５台のケトバシをローンで購入
しスタートした訳ですが、翌年のオイルショック
が来るとは夢にも思わず朝６時には江戸川の橋を
渡って注文取りに奔走する繰返しで、当時クーラ
ーのない中古車に乗って夕方には松戸へもどりそ
れからプレスを踏むという毎日でした。
丁度その頃、自分の気持の中に将来は何か独自
の商品を造らないと下請け仕事だけではいずれ厳
しいなと思いが募り、当時海外で見かけたトイレ
にあった手の乾燥器を思い出し、日本人は外国人
よりもきれい好きだろうから消毒のできる乾燥器
をつくってみようと思い立ち、昭和54年には特許
を取得しました。
しかし世の中はまさに腰に手ぬぐいの時代が続
いており、日本独自の手ぬぐい文化に反する乾燥
器は全く売れませんでした。この時社会のニーズ
がないものをつくっても何の意味もないことを嫌
と言う程知らされました。
1980年（昭和55年）頃、紫外線で消毒して遠赤

外線で手荒れをさせないで乾燥ができないものか
と 殺菌・乾燥システム の研究に入りました。
平成３年頃と思いますが、ある大学の教授が内
臓疾患で入院中、退院３日後という時に病状が急
変して亡くなりました。その奥さんは不審に思い
病院に過失があるのではと女性週刊誌に訴え、こ
れが世に出た院内感染の最初の事件であります。
お陰様で平成４年〜９年、厚生省の院内感染防
止対策整備事業の助成金の対象商品となり5,000
台強の受注を頂きました。
その後PL法の制定により紫外線ランプは人体
に照射をしてはいけないという風潮が流れ、売れ
ない時代に入る訳ですが、私はアメリカ・ヨーロ
ッパから皮膚学会の英文論文を多く集めて、日本
在留のアメリカ人医師の協力で日本語訳をしても
らい、皮膚ガンを養成する波長とは異なり人工的
につくった微量の照射は人体に影響を及ぼさない
と主張し、帝京大学医学部微生物講座の山口英世
教授と協同で２年の研究成果によるエビデンスを
確認して1999年（平成11年）環境感染学会にて論
文発表にこぎつけました。
その後、保育園児のO-157事件や近年のノロウ
イルス事件、そして昨年の新型インフルエンザウ
イルス騒動。すわパンデミックかと思いきや弱毒
性のブタインフルエンザで一件落着。事件の起き
るごとに世の中の関心が高まりホームページへの
アクセスも増えつつある現状です。
○何故紫外線で殺菌し、遠赤外線放射熱で乾燥な
のか？
人間と深い関わりを持つ菌の一つにブドウ球
菌があります。ほとんど人の体に潜み手指、足
の裏、腋の下、顔面、頭皮など体の表面にいっ
ぱいいます。このように人間の体表や腸に潜ん
でいる菌を常在菌と言います。湿気があって
30℃〜40℃の温度と栄養を好み生息していま
す。菌の特徴に何かの菌が増えていると他の菌
が増えにくいことがあり、人間の体にこのブド
ウ球菌があると他の悪性の病原菌が侵入しても
防御してくれる機能の働きがある訳です。
従って身体を守ってくれる常在菌を殺しては
弊害の方が大きい。例えば常在菌を必要以上に
落すと肌荒れがおき、この肌荒れは菌の増殖に
つながるというメカニズムです。
故に、常在菌を殺さず一時的に付着した病原
菌を殺すことが大事で、手を荒らさず消毒をす
ることが最も大切な行為となる訳です。
○ここでヨーグルトと納豆が腸内細菌として活躍
する話しをします。
腸内細菌は食べ物を消化するのを助けてくれ
ています。特にヨーグルトに含まれるビフィズ
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ス菌、いわゆる善玉菌です。私達の赤ちゃんの
時は腸内にいっぱいあるのですが、大人になる
につれ腸内に大腸菌などが増加してビフィズス
菌が減少しています。又、腸の前に胃を通る時
胃酸という硫酸、塩酸と同等の強い酸で大抵の
菌は殺してしまう。
従ってヨーグルトを食べる時は満腹時にとる
と胃酸を高濃度で浴びることがなく、食べた食
品で薄まり多くの菌は生きて腸まで届きます。
より効果を望む人はニンジンと一緒に食べると
良い。ニンジンに含まれる成分がビフィズス菌
のエサになりヨーグルトの働きが良くなるため
です。
納豆菌についてはO-157、10億個に対し納豆
菌100万個を用意して腐らん器に入れ37℃（人
間の体温と規定して）にすると２日後にはO157は10万個に減り、４日後には０になるとい
う実験結果の報告があり、更には納豆菌はO157などの人間にダメージを与える菌は殺すが、
有益な腸内細菌は殺すことがないと言う研究成
果もあります。
最後に新型インフルエンザの起り得る可能性は
高いので、マスクの対応について情報提供します。

鳥インフルエンザ等の強毒性のウイルスが出た
場合、ドロマイトという天然鉱石の細かく粉砕し、
布に付着させたタイプの抗ウイルスマスクがあり
ます。
鳥取大学農学部獣医学部と民間で協同の研究成
果で、平成７年頃より鳥インフルエンザ対策とし
て感染がおきないところまでウイルス濃度を下げ
られないものかと研究を進めていました。
数億年前に世界中の海に繁栄していたサンゴな
どが海底に堆積して石灰岩になりカルシウムの一
部が海水中のマグネシウムと置き換えてできた天
然鉱石です。
近年ミネラルの補給として安全性の高い天然食
品添加物として利用されている。
このドロマイトを1000℃程度に焼成したのち水
を加えてナノメートルサイズ（１メートルの10億
分の１）に粉砕。この加工したドロマイトに鳥イ
ンフルエンザや人のインフルエンザウイルスに接
触させると10分程度で大幅に死滅することが判明
した。又、SARSウイルスの仲間であるコロナウ
イルスに対しましても更に強い効果もあることが
確かめられた。
「バリエールサージカルマスク」という商品名で
市販されています。

皆さん、今日は。今日は、ロータリーの創始者、
ポール･ハリスが1935年に出版した「This Rotarian
Age」という書物に書かれている言葉の一部をご
紹介いたします。感銘すべき言葉が多くどれをと
りあげてみても勉強になりますが、先ず初めに、
教条主義ロータリーは役に立たぬ。ロータリーと
は何か、ロータリーは如何にあるべきか、という
議論が繰り返し行なわれ、白熱化し勝ちだが、ロ
ータリーは一つの教条で割り切るべきものでな
く、それぞれのロータリー観があっていいのだろ
う。組織が大きくなればなるほど権威主義的な、
押し付けがましいロータリー活動をいましめてお
ります。つぎに、一種類の花、一つの色ばかりの
花壇に何の面白さがあろう。色々あってこそ人生
に薬味がきくと言うものだ。色々な人、色々なク

ラブがあってこそおもしろいのだ、これは単純に
とらえず、含蓄のある言葉であり、烏合の衆では
なく、よきリーダーが育たねばならないと思いま
す。
商業営利的クラブや慈善事業団体が、それぞれ
の目的としている分野に於いて、ロータリーがこ
れと功を争うなどとするものでないことは明らか
だ。ロー夕リーはその目的の範囲のことをすれば
いいのであって、それ以上の何事にせよ力及ばず
とも一向差し支えない。人生に於いて一番大事な
ものは何なのか、土性骨をすえて自分の人生を見
極め、堂々と自分の道を行けばいいのである。つ
まらぬことを他人と比較して劣等感をもつなど愚
の骨頂だ。実業家はおおむね自己教育の場に恵ま
れていない。ロータリーはそういう欠陥を補う機
会を提供してくれるのである。ロータリーは自己
修練の場であると説いております。ロータリー・
クラブは平均出席率が高くなくては、その重要な
る目的を達することが出来ない。最良のクラブと
は最高の出席率を保持するクラブである。出席無
くして親睦も無ければ、情報を受けることも無く
当然奉仕の肉付けもお粗末になる。出席は目的で
はない、然し目的を達する最重要の手段だ。一語
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にして尽くせる最高の説教は「微笑」という説教
だ。人生行路に励ましを与えてくれるものは微笑
である。友情を喚起するのも微笑である。微笑は
人の心の嵐を鎮めてくれる。まだまだたくさんあ
りますが今日はこのくらいにしておきます。
（太字はポール・ハリスの言葉です）

お客様 柏RC 根本様

竹内会員

１．クラブ内、会議・連絡事項等の案内
① 来週の例会は定款第６条第１節の規定により
まして休会とさせていただきます。
（次の例会は５月12日です）

会員51名
出席41名
仮欠10名

２．外部からの会議・連絡事項等の案内
① ゆめ半島千葉国体・千葉大会募金、再度のお
願い。

常盤
松葉

映彦君
則明君

誕生祝･結婚祝 大川会員

澤田会員

義務会員41名
義務会員35名
義務会員 6名

島村
橋口

善行君
和幸君

湯本会員

免除会員10名
免除会員 6名
免除会員 4名

森田 雅久君
中田智次郎君

３．他クラブ会報・その他
柏RCより会報が届いております。
例会変更の連絡
◇松戸中央RC
５月６日 の例会は定款第６条第１節により
休会
５月20日 の例会は第12分区ゴルフ大会の
為、夜間例会に変更
点鐘 18：30
場所 伊勢丹 11F バンケットルーム
◇柏RC
５月５日 の例会は祝日の為休会
５月26日 の例会は柏RC50周年記念式典の
為、５月22日 に変更
点鐘 15：00
場所 三井ガーデンホテル柏

中澤 雅彦君
加藤
栄君
草野
進君

４

５．その他報告
特にございません

地区協議会
地区協議会
松戸北RC

４月29日
４月29日
４月20日

本日出席率
85.11％
先々週出席率修正 71.11％→78.26％

根本

孝英様

柏RC

【ニコニコBOX】当日￥ 20,000 累計￥1,137,430
【財

団BOX】当日￥

3,150 累計￥ 112,147

大川吉美君／4月26日に那須街道に新店舗をオー
プン致しました。店名は「那須ラスクファクトリー」
です。那須インターから湯本に上がった3kmの右
側です。ゴールデンウィーク5月は現地でキャン
プをしておりますので酒を飲みに来てください。
大川吉美君／誕生日と結婚記念日のお祝いをダブ
ルで頂きありがとうございました。これからもご
指導お願い致します。
文責／待山
− ４ −

