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築け未来を行動力と先見の眼で
BUILDTHEFUTUREWITHACTIONANDVISION

1996～97年度RI会長ルイス・ビセンテ・ジアイ

No. 25

会となりました。よいお年をお迎え下さい。

三好親君結蛎記念日祝い。

◇中山幹事報告

1．本日例会終了後、理事役員会を開催致し

ますので理耶役員の方は、2F橘の間にお集

まり下さい。

2．次回例会は、 1月7日(火)で例会場都合

の為、 12;30より場所を松楓閣に変更して開

催致しますので、お間違いのjI(いようご出

席下さい。

◇年末謝礼贈呈

愛知厚生年金会館、社会保険サービス(脚

◇駕谷国際奉仕委員長WCS視察旅行のご案内

本日お手元に配布致しましたが､2/21～2/24

視察旅行でマニラに行くご案内が来ておりま

すので、蒋ってご参加下さる様お願い申し上

げます。

◇西川会長挨拶

年の瀬もjIIIし迫り、今年も余すところあと

7日となりました。

不行届きな会長、幹事でありますが、青山

副会長始め理恥、役員の皆さんのご支援をい

ただき、1996～97年度の上半期を過ぎようとす

る折返し点に達することができましたことを、

改めて感謝申し上げます。

前回、当クラブにとって大イベントである

年末会員家族懇親会には、多くの会員、家族

の方々にご参加頂きまして、本当にありがと

うございました。また、佐久側親睦活動委員

長始め委員の皆さんには、大変ご苦労様でご

ざいました。厚くお礼申し上げます。

今日は今年妓後の例会で、友愛の日であり、

またクリスマスイブでありますので、キリス

ト教国イギリスのクリスマスはどんな過ごし

方をするのか、ある新聞記者のリポートをか

いつまんでお話ししようと思います。

ロンドンの普通のオフィスは、24日は昼頃で

休みとなり、25日とボクシングデーと呼ばれる

26日が体'三lであります。24日午後になると、

懸驫蕊f擬鰯
新年例会（松楓閣にて1211#30分より）

へ

X義謹蕊蕊璽鰯
◇“それでこそロータリー‘．

◇ビジター紹介 1名

◇出席報告

会貝 69名 出腋 47名

出席率 68.12％

前々回 12月10日（修正出朧率) 98.55%

◇ニコポックス

秋山茂則君なにもかも終ってみれば

年の悪！皆さんお世話になりました。

加藤大豊君平成8年今年も排さん大変御

世話になりました。

小坂井盛雄君最終例会になりました。本年

中有難う。来年もよろしく。

佐久間良治君先週の家族会大変に御礼申し

上げます。

竹内眞三君般近折角の例会を“中途退席”

される方が多い様に思います。SAAや会場設

営委員会の御''1．折を考え、少しでも1'1退が減

る事を念じて。

足立一成君、二村聴君、 釜谷健一君、

河村政孝君、菊池昭元君、木全昭二君、

小林明君、 小杉啓彰君、小山雅弘君、

久野峯一君、黒野貞夫君、柵木充明君、

松居敬二君、水野民也君、水野麓績君、

中根三郎君、西川豊長君、西尾正巳君、

大口弘和君、尾関武弘君、鴬谷龍男君、

佐野寛君、 杉山貞男君、鈴木正男君、

鈴木理之君、田中昭二君、谷口優君、

舎人経昭君、津牧孝臣君、和田正敏君、

渡辺辰夫君、吉田節美君今年簸後の例

へ
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黍年度簔暴テーマ 若い力を育てよう｡楽しく和を篭って活動を､本緬蕊厚z1識を航Lており表す。



"HaveahappyChiristmasholiday"な

どと挨拶を交わし、親元や祖父母の住む田舎

へ出掛けてゆきます。 1人住まいの老人も親

戚や友人の家に数日間泊りに出かけます。イ

ギリスの若者は独立心が強く、18歳にもなれば

親元に住む者は稀で、親子関係は希苅といわ

れていますが、クリスマスの数日間はお互い

に往き来をするということであります。イブ

の夜は静かな夜を迎え、教会へ出かけます。

25日は、まずクリスマスツリーの下に種か

れたプレゼントを開け、朝の礼拝に教会へゆ

き、戻ると盛大なクリスマスランチ(ロースト

ターキーやローストチキン）となります。エリ

ザベス女王の恒例のスピーチがラジオTVで全

国に放送されるのもこの日であります。

大みそかは午後3時まで働き、夜は自宅や

ホテルで友人たちとパーティを開き、シャン

パンやワインを飲みながら、お祭りムードの

i:|!で12時の錨が鳴ると、互いにキスをして新

年を祝います。 トラファルガー広場では、ビ

ッグベンの鍬が鳴り、花火が上り、車は一斉

にクラクションを鳴らしあいます。

では、皆さん良いクリスマス、お正月をお

迎え下さい。

縮に存じます。15分ということですからかいつ

まんでお話をさせて頂くことにいたします。

近年、科学技術の発達はめざましいものがあ

ります。東京と名古屋が6時間近くかかった

戦後、新幹線ができて二時間もかからず日帰

りで仕事ができるようになり、さらに近くリ

ニア新幹線ができれば、一時間で大阪まで走

ってしまうというll寺代になりました。

数年前の、イラン、イラク戦争では攻撃ミサ

イルがとんでくるのを、迎撃用ミサイルが迎

え撃つ様を、世界中の人が目の前に見ること

ができました。つまり時間を限りなく縮める

という縮時化と、 リアルタイムにものを見る

即時化が進む一方、高速カメラを使って花が

開くのをつぶさに観察できるという時間を拡

大できるという拡時化が進んでいるのであり

ます。

こうしたことは医学の分野でも例外ではあり

ません。技術の発達は我々がかつてこれだけ

は間迎いないであろうと確信してきた多くの

価値観や既成の避本的概念を次々に崩壊させ

ることになりました。

例えば、生と死の問題であります。

へ

一~--~曇~~･辰臺而百1----~---…～ 人間の生について

人間の生は、過去いかなる人類の歴史の中で

も、母親のおl1典からおぎや一といって生まれ

てきた瞬間が生命の誕生であり、これを疑う

ことはありませんでした。

古来、人間の生は神秘的なものとされ、いか

なる宗教感のもとでも子供は神からの授かり

ものとされてきました。ところが最近、人工

受精の技術が発達してからその概念をすっか

り変えることになりました。この人工受糖に

ついてはその方法として、体内受精と体外受

精という二つがあります。体内受精というの

は夫の糒子を妻の排卵の時期に合わせて子宮

内に注入してやるとか、卵管内に移植するこ

とによって受釉させるものであります。

日本でも1949年以来、この方法で生まれてき

たこがすでに一万人を超えたといわれていま

す。

しかし最近ではもうひとつの方法である体外

受精が可能になって問題を更に複雑にしてい

ます。この体外受釉というのは、女性の卵巣

から卵子を取り出し、顕微鏡下で精子と卵子

を合体させ受梢卵を作り、これを女性の子宮

に戻すというものでいわゆる試験管ベビーと

いわれるものです。

1978年イギリスでルイーズブラウンが誕生

◇講演(11月19日分）

“医学の進歩と人間の叡智’

会員水野宏涌

鰯

一二

私はこれまで経営者の集まりや、他のライオ

ンズやロータリーなどで話をさせて頂く機会

がありましたし、また昨年は中京テレビさん

の健康番組にも半年ばかり出演させて頂いた

りした機会もあったのですが、こうして自分

の所属するクラブで話をさせて頂くというこ

とは大変緊張をするものであります。

ところで本日は医学の進歩と人間の叡智など

という大きな演題を掲げさせて頂きまして恐
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瞳孔が散大し、そして心臓の音が聞こえなく

なった時、医者は死を宣告します。基本的に

はそれは今でも変わっておりません。ところ

が最近、生命維持装置の進歩などにより、心

臓死を待たずに脳死をもって死の宣告すべし

という考え方が出てきました。

この脳死という概念が生じてきた時にその長

い間信じてきた死の定義が揺らぐことになり

ました。

その理由は三つあります。

ひとつは、言うまでもなく臓器移植という目

的の上で必要が出てきたのです。

第二は、極めて人道的な理由によるものです。

死が間近に迫っており、回復不可能というの

に、強制的な人工呼吸器による延命装置は人

間の生命の尊厳に反するというものでありま

す。

第二、第三の理由についてはしばらくの時間

があればある種の合意は成り立つと考えられ

ますが、臓器移植の観点から死の定義を考え

るとまだまだ問題も多いものと思われます。脳

死といっても、大脳死、脳幹死、全脳死等が

あります。それぞれについて今説明する時間

はありませんが、大変複雑なものです。

生とか死について現世期になって議論するこ

とは不思議なことですが、人間にとってこの

定義すらここで確認しなければならなくなっ

てきたのです。

生とか死のようなものばかりでなく、日常的

に私どもの診療の中にも問題は起こっていま

す。私は内視鏡を使って胃や腸の検査をして

いますが、機械が進歩したために普通では見

ることのできなかった、 2ミリや3ミリの小

さな病変を見つけることがあります。この細

胞について病理の専門家がある人はがんであ

るといい、ある人はがんでないといいます。大

腸ポリープを内視鏡的に切除した際に一部に

がんが混じっていることがあります。この時、

あらためて開腹手術に回すのか、その必要が

ないのか、現時点では誰もが絶対的判断を下

せないこともしばしばあります。

いろいろ述べましたが、私が結論として申し

上げたいのは、テクノロギーは専門家にゆだ

ねておけば、とどまるところを知りませんが、

今、我々が、しっかりした哲学や倫理観でも

ってある種の制御をしなければ、決して戻る

ことのできないブラックホールの中へすいこ

まれていってしまうかもしれないということ

です。これが今世紀に必要な人間の叡智とい

うものであります。

しました。日本でも83年に、試験管ベビーが

誕生してからすでに300人近い子が生まれてき

ました。そしてこの間に精子や卵子の凍結保

存の技術も進んできました。

ところが一方では多くの訴訟問題が起きてき

ました。オーストラリアでは、受精卵の凍結

保存をしておいた大富豪が飛行機事故で死亡

した時にその受精卵をめぐって相続の裁判が

起こりました。89年には離婚した夫婦の間で凍

結受精卵の所属をめぐって訴訟になりました。

更に受精卵は他人のお腹を借りて出産も可能

なことから代理母が出てくる様になると、こ

の代理母からこれは自分の子であるという訴

えも起こる様になりました。また、人工受精

した夫婦の白人夫婦のお腹から黒人の子が生

まれてきたということも起こってきました。

こうした問題の根幹には､、人間の生とは、受

梢卵の時に始まるのか、子供ができてくる妊

娠8週とか9週を指すのか胎動を感じる4か月

なのか、本当に生まれてきた時を言うのかわ

からなくなってしまったのです。

もっと言えば、梢子のもつ遺伝環境や本来の

夫とか妻とかいう立場すら怪しげなものにな

ってきてしまったといえるでしょう。

最近では、超音波検査をやりますと胎児の頭

や足や手の動いているのをつぶさに見ること

ができる様になりました。

この時期の羊水の検査をしますと、男女の性

別がわかるばかりか、知恵遅れの子ができる

ダウン症群や奇形の有無が勿論わかります。そ

ればかりか高血圧や糖尿病、高脂血症などの

遺伝子的素因があるかどうかまでわかる様に

なってきたのです。

生命の誕生をめぐって今技術の発展とは製腹

に、多くの問題が起こっています。

どこかの国の人がその気になれば、男女の生

み分けも可能になりました。ある悪い専制君

主が出てきますと、自分の精子を何年にもわ

たって凍結保存し、自分のコピー人間を作る

ことも可能なのです。 IQの高い精子をお金で

買って人に子供を産ませることもできるので

す。こうなりますと子供はある人々にとって、

子供は授かるものではなく、作るものであり

もっと言えば、ある意図を持って生産さえで

きるものだという考え方さえ出てくることに

なるのです。

一

－

人の死めぐって

人の死とは簡単なことです。心臓が止まった

時です。そう我々は信じてきました。

もう少し、補足させて頂けば、呼吸が止まり、
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1－兎皐鱒介鼠一
|拝啓日本はますます寒さが厳しくなってき
〉 たと聞きます。お元気にされているでしょう

|か？
｜ 香港も時折急に冷たい風が吹くことがあり
〉 ますが、まだ本格的な冬がやってきたという

|感じはありません｡しかし､日本の秋のよう
| に紅葉を楽しんだり､師走のせわしさを感じ
〉 ることがなく、少し残念です。 （香港では2月

| に正月を祝います）
） こちらに来て3ケ月程経ち、生活を楽しむ余

|裕も少し出てきました｡日々の研究活動は大
|変厳し〈、弱音をはきそうになることもあり
） ますが、すばらしい友人や先生たちに恵まれ、

|助けてもらっています｡'2月には研究成果を国
|際学会で発表する予定で､今その準備に追わ
〉れています。様々な研究者の方々と出会い、有

|意義な議論ができればと願っています。
｜ 先日、ロータリークラブの例会に出席して
） スピーチをしてきました。私のつたない話術

| にみなさんたいくつされたかもしれませんが、
| とにかく一生懸命話しました。
’ これからどんどん日本と香港の橘わたしを

|するためにお役にたてればいいなと思ってい

' ます°
’ 先日は、ロータアクトの方をご紹介いただ

| き有難うございました。感謝しています｡師
’走の折、お忙しくされていると思いますが、お

，体に気をつけて、楽しいクリスマス＆お正月

｜ をお過し下さい。
又お会い出来る日を楽しみにしております。

敬具

－ロータリーワールドより一

芸術活動を行なう元奨学生

1991-92年度にロータリー財団の大学院課程

の奨学金を得て芸術を学んだ米国イリノイ州

シカゴ郊外出身のエリック・ブローム氏はブ

ロンズ、しっくい、粘土、その他、入手でき

るどんな材料からでも、実に見事な作品を作

り出します。熟達した彫刻家であり、個人に

より依頼される胸像を専門としていますが、ブ

ローム氏は、更に、いくつもの大規模な彫刻

作品を想像する彫刻家としても選ばれたこと

があります。

最新の作品には、有名なバスケット・ボー

ル選手マイケル・ジョーダンの亡くなった父

親に敬意を表してシカゴに新設された「ジェー

ムズ・ジョーダン少年少女クラブ」のための、

よく目立つ3つの作品があります。2つの浮き

彫り細工の故ジョーダン氏の姿が、この建物

の入口の両側に置かれ、ロビーには、ブロン

ズ製の胸像が飾られています。財団学友であ

るブローム氏は、故ジェームス・ジョーダン

氏の未亡人デロリスさんと、シカゴ・ブルズ

組織によって、この仕事のために選ばれまし

た。

29歳のブローム氏に依頼されたその他の作

品には、シカゴ公立図書館のための米国最高

裁判所判事故サーグッド・マーシャル氏の胸

像、アリゾナ不動産開発事業のためのアメリ

カ人発明家ジョージ・ワシントン・カーバ一

氏の肖像などがあります。

イリノイ州のディアフィールド・ロータ

リークラブがスポンサーとなって、ブローム

氏は、財団奨学金で、英国のロンドンのロイ

ヤル・カレッジ・オブ・アート（王立芸術大

学）に留学しました。ブローム氏は、「頭」と

いう題のクラスから最も影響を受けたと語り

ました。このクラスは頭蓋骨と骨の櫛造を研

究することで、芸術的な印象と現実的な形と

の間のバランスをつくるのを助けるものです。

彼のロータリー奨学生としての1年で狸得し

た多くの技術の中のひとつは、ブロンズ鋳造

でした。「自分で鋳造をする方法を学ぶという

ユニークな機会に恵まれました。このプロセ

スは、ほとんどの彫刻家が、関与しないもの

です」とブローム氏は語りました。

ロンドンは、また、この若い彫刻家が、最

初の個展を開いた場所でもあります。この個

展は、別の個展を開く機会をも、もたらしま

した。「あの1年は、僕の仕事のあり方全体を

形作ったと言えます」と、ブローム氏は述懐

しています。

へ

一

◇12月度理事会議題

l . WCS活動寄付の件

2．ポールハリス追悼例会の件

◇例会変更のお知らせ

名古屋瑞穂RC l/9(木)創立17周年記念例会

の為、名古屋ヒルトンにて

名古屋東RC l/13(月)例会場都合の為、

1/14(火)ナゴヤキャッスル

にて

名古屋西南RC l/16(木)名古屋港RCと合同

例会の為

名古屋港RC l/17(金)名古屋西南RCと合

同例会の為

◇次回例会（1月14日）

講演“無題”

漫画家佐々木みほさん (紹介三好君）
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