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第27回例会昭和58年2月22日（火）晴
へ

◇“我等の生業”

◇出席報告

全働48名 IlI職40漁
出席率83.33劣

◇前回 2月15FI (12TI;IIIli'iF率)97.92%

makeup

"<l l l71.(2/18北),深｣いl･(2/16iW),林調･(2/1

6橘"I上)，樋l11，ｲ|. (2/111.G.F.),加藤（火）

{l'(2/111.G.F. ),加藤(保)"･(2/9和合),

和I合君(2/17四). l l-ド#(2/16W1合),松屑洲．

（2,/21束)，桝尼洲. (2/'111.G.F.),新美君

（2/17瑞穂)．成l l i7i(2/16門.|上),悩野君(2/

19守1II):菅原渦･ (2/161M), 杉11 1"･ (2/17瑞

徳)，鈴木（撤)芯（2/17端穂)，竹Iﾉ1溝(2/11

1.G．F. ),谷l. l,ﾊ.(2/16Iｻｲ),鵬飼調(2/19

‘､]｡ 1 1 1), 1 1 1村ｽI(2/2111I)

◇ビジター紹介3竹

◇誕生日祝福

1II~川夫人(2/25),新災ﾉと人(2/28).斉藤譜(2

／26）

◇ニコボックス

河合猟･(会社刺立40周ｲﾄ‘氾念を祝して)，古川

耐(ﾉ之人誕生祝)，新災ハ．(夫人誕生祝)，斉藤

．&･(誕生祝),"l l l .ﾊ･(粘僻‘氾念祝）

◇菅原親睦活動委員長報告

現在各会興の〃々の11職場!;"IM1を行･っており

ますが今後とも統fj･し， ウイークリーにも褐

戦する予定です。又5ノlに夫人･A.u懇親会

として京都を訪ねる}も定ですので多数御参加

一ﾄﾞさいc

◇松居幹事報告

1． 本｢1例会終r後, MII 'ji:公を汀いますので

jII辨・役員の方々は柵の間にお集り下さい

2． 次IITI例会終了後，新入会員の敦行がロー

タリー情報委貝｣童によりイj･われますので前

ILII欠IIIifの方，それ以降に入会の方々は御川

席下さい。

◇水野(民)会長挨拶

鰯27回の例会が附会ili来ますことを感謝III

し1.げます。

先1回|では特に11I川-ﾊﾞからマニラ．香港のR

Cについて，又'尚:脈閥･からは職場訪問につい

てのお話し，ありがとうございました。

ノゲ1 Iは市鮭スポーツ恢脳のﾉ,貼水についてお

話ししたいと恩います‐ 「レインポープラン

」というリポでi淵般の1I:紫が計illiiされ，スポー

ツ． レクリエーションがIIj氏の体育の向_l二に

なることは勿論，新しいllザ代のコミュニティ

形式には欠くことがIII来ません．

55年に'ij 全休にわたってスポーツ意識調行

をしました。その内奔は．
継康である 30%
普 通 56彩

又，通勤しなければ， と,'』､っている人は
76．8影にものぼり，仙眼づくりには散歩，体
操、 ジョギング， テニス、キャッチボール．
水泳と続いておりますが，火際には余暇があ
ると， テレビ，ごろ痕, '"ll:勉強，趣味， シ

ョッピング， ここでようやくスポーツ， レク

リエーションとなっております。このスポー
ツをやっている人について考えてみますと，
継続I|!のものは，散歩，釣り，体操，キャッ
チボール， ゴルフ， ；ドーリング，水泳。こオl
からしたいものとしては体操（災群，体力づ
くり）散歩に始まり， 5肝l-lが水泳， タ．ン
ス，テニスと銃き、 ］0瀞がゴルフ， 16番'二lに
ボウリングとなっております。施設も各IX一
つの体1'了館，東山|1'j北に体育のセンター。近
い将来学校の開放はff校になる筈であり．施
設としての不足は，野球． ソフトの球場，熟
年の為のゲートポール． ＆＃人のレクバレーの

体が館等になっておりますが，市の体育協会
も一昨年, TIJ.よりの3,000万I IjのﾉI贈本金で発
足し，災間で3,000JJl 'jの|_l練で進んでおり
ます。災間の方が800771リイIルド足しており，
Rtn各位の御協力をお伽いし， ごあいさつに
代えさせて頭きます、

一
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ペニシリンについては昭和19年頃，ブエノ

スアイレス光特噛というニュースが朝日新聞

に褐,|&され，その内容は､'1時チャーチルがll'ii

炎にかかったがそれが即日快癒した。又戦場

での兵|:の細嫡による感染が非常に減少した

ということであり, 1 1本の軍当局が非常に驚

き．ペニシリンの研究開発の命令をドし，我

々も"II(I侭'､j』:校のド諭作巣をする蕊になりまし

た。戦I1If' | 'ということもありペニシリンとい
うlikl l1Iillを避け, ,'iカビからの物質というこ

とから「'雛」と蒋1,1けて研究しておりまし

た《戦ll#II'の物盗/f足の折から，ブドウ撫，

肉汁弾もIIIIII岬であり|ﾘWtiljM光には非‘ﾙ＃にﾃIf労

致しました。ノドから思うと非常に原始'''9方法
により製造されたペニシリンを減|紫Iしたうえ

111(恢沖射したり, 1"l lに漆4!したりしました

が、それが非常によく効き杵様から大変感謝

されました特にll l製の'雀襲の時には，ペニ

シリンが火活躍して､'illキ大変話題になったこ

とを覚えております

雌近の梢慨によりますと．ペニシリンの生

I砿も、 l l水から練例・台湾に移り．現ｲﾋでは

ﾙｲ〃,;WI 11へと'|雄が移ったとともに，ペニシ

リン外の抗''品物質への椎換も進み．我々が戦

' l !戦後，研究開発に苫労した頃のことを思い

川して感雌1,tの思いが致します．

◇講演

“妓近の蛾気鮴感”

& ii 河合美雄 {i

御ﾉ鼠知のように，
紫気停滞の腿期化の
もとで米IKI金ﾎ11の急

ピッチの低ドを1J劇
に|'｣ il.fが進み，雌近

(42781 1jのピークIIIf

より4011j近くif$くな
りました一IIIfは230
1 1]を',li'1り公定歩合の

Ijl l､.げ,術が台航してきましたが，又米陸1の以
虹が危なくなり、 ｜ |銀も引き~ﾄげチャンスを

ねらっているのが塊状であります。では果し
てﾉr後の蛾虹はどうなるのか。先般『j･なわれ
た会l l<IM･務11 ,)隆公I雛で, IIM人消1'i!ま物l,lliの安
定で庇l ,1,1いもU)の． イミ般に縦り_l ~りに欠け．
産灼if助ぱ鉄釧など架材順業が「暗」．サー
ビ､ス雌災． セラ ミックなど先端技術雌業は
「Iﾘ1－で猫脈． 企難によりIﾘj階を分けてい
るそして､'1がのIIIIこのような足蹄み状態が
続くと兇るliﾘきが多いようです、
／『ｲ'もし)I1本経済にとっての！賦要なポイント

は輪IIIU)mjli'lであI)ます我阿の輸出は一質
して拡ﾉ<彩統1ﾅ，経済成i之を支える牽引〃と

なってきましたところが昨年度の9毛の藩
ち込みは， まさに30ｲﾄふりの人'jl:件であり．
こり)9カノl述統のlj1ｲ|《比マイナスは． ノ希後も

急激なW:ちII'(りは割1めません。
'liilll ,f〈仮のIM(|ﾉく|として．第一に;輸出の凹陵

!ま|||:界絲済の''1|胆，特に米| |《|の蛾気のl''l復に
よるが，それが棚めて緩慢なものと兄られる
こと、鮒‐に|||:界絲済そのものが縮少仙l1.11に
あり，鯛；に従米IIIi!洲であったII'近東と発鵬
途l. IKl li 'llj･ 1liiilllがここへ>1ぐて減少に'陸じたこ
と虹には、海外の呪地征l'liがII.1iく、輪II1拡
大の)止カセとなっている11具であります‐その

他|川越ば多々ありますが. ',191愛させてⅨきま
す只こうしたII'で倣派な堆績をあげている

企臘奉兇ますと、粘諭としては絲営者の先兇
i'I.人材･の行成肱ぴに効率化の促進が必要で
1まないでし,、うか米l l<Iの金利低卜．が期待出
来な'. ､以I.． 』j&(l111砿テンポは極めて緩やか
であろうｲﾅれど、 イfi'if淵･終の進んできた現
在．輸川j荊加と| 'j問の定満が/了磯の景気を左
右する雌ﾉ<の鋤だと思います‐

“抗'|物硬刺成期”

f, li水野民也ハ．

lliきを,i〃るは世人

f, li水野民也

lljきを,i{↑るは世人

＝

2jl l"mi!!;会談題一

ﾄ|会ｲ蕊|| :fil公冊告の件

新人公il峡悶li稀のI|:

I I<|隙ﾉ<公( |､ロン|､）委ji会fl蹄のf1

次ｲlil":11111:役liのF1蛎会IIWiFのfl:

llll,'i'j率のfl:

l l'1ﾉ114RC'I(f.ji:公椰告の件

１

２

３

４

５
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◇例会変更のお知らせ

尚_|上RC 3112 1 I (ｲ<）
一

合同例会及びF

SMのため

〃

FSMのため

〃

夜間例会のため

‐I上 RC 311 4 I I (")

*RC 311141 I ( II)

満束RC 3)115I I (火）

港RC 31jl8I I (f)

◇次回例会(311 1 1 1 )

'li!;li "l燗科の材・料”

a ti三輪康 ｛↑

◇次々回例会（3ノ181 1 ）

' li,;if '･":没龍について”

灸“水野賀績71.

【;〔!謡“過【 ;､の話し”

a ii西川豊長ハ．

になった,ill拠とも! i.
1)れますが, 1II1 , 1 ,.知
析という! i.雌もあり
ますので職【 | '峨俊，

私が従ll:したペニシ
リンの開発li川先の絲

験淡をおl;!Wししたい
と思います
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