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■ 会 長 報 告         島村 武慶君 

先週の早朝例会、

多数の参加ありが

とうございました。

天気に恵まれ、一

番良い季節に気持

ち良くラジオ体操

が出来ました。次

回早朝例会では、鈴木舜光パスト会長にご尽力

頂き座禅例会を行いますので、奮って参加くだ

さい。 

話は変わって、先週東証一部の油圧機器メー

カーＫＹＢが国の認定に適合しない免震装置を

出荷していた問題が発生した。ＫＹＢを巡っては

８月上旬に子会社の検査員が内部告発して問題が

発覚。２カ月間の社内調査後、今月 16日に性能

検査データの改ざんを公表した。基準を満たさ

ない製品を設置した建物は、地震の時に揺れが

伝わりやすくなり、大きく揺れる可能性がある。

補償問題は深刻。15 年に免震偽装が発覚した

東洋ゴム工業は 15年 12月期からの特別損失は

累計で 1400 億円を超える。同じ年に子会社で

くい打ち工事のデータ改ざんが見つかった旭化成

は 16年３月期に不正の調査費用など 14億円を

特損として計上している。 

 ＫＹＢの 18年３月期の連結売上高は 3923億円、

純利益は152億円、自己資本は1800億円だった。

改修工事の件数は現時点で東洋ゴムの６倍以上に

のぼる見通しだ。製品価格や工事手法が違うため

単純比較はできないが、補償費用は多額になる

可能性がある。ＫＹＢは随時、物件名を公表する

としているが、国民の日常生活にも影響を及ぼし

かねない製品であるだけに、丁寧な対応が求め

られる。私は製造業ではないので、理解が出来

ない事が多すぎる。結局企業としては、今までの

利益以上の賠償もしなければならない可能性も 

あるのであれば、なぜ隠すのかが良く解らない。

納期や利益、言い訳色んな観点から続報に注意

したい所です。 

そして、こんなデータ改ざんやリコール隠しの

問題が起こると「空飛ぶタイヤ」池井戸 潤

（いけいど じゅん、1963 年 6 月 16 日 ）の

小説を思い出します。偶然ですが、私と池井戸

潤さんとは誕生日がまったく同じです。そんな

訳で、本を読まない私ですが、池井戸さんの

小説だけは結構読みましたし、「半沢直樹シリーズ」

のドラマも興味深く観させて頂きました。単純な

私は空飛ぶタイヤという小説に出会ってリコール

隠しは絶対にダメと強く感じた事と社会はやはり

金次第と痛感しました。空飛ぶタイヤは池井戸

作品初めての映画化になりましたので、良かった

らＤＶＤ等でご覧ください。TOKIOの長瀬智也

主演で大変お奨めです。 

何か共通性のある様な無いような話でしたが、

私のいつもの会長挨拶スタンス【今起こった事に、

感じる事】で挨拶させて頂きました。 

■ 副 幹 事 報 告          平 和則君 

・藤枝ロータリークラブ 事務局より 

9.26例会プログラム、ポリオデープロジェクト

早朝例会の報告を、ガバナー事務所へ提出した 

内容『世界ポリオデー活動報告書』を報告

致します。 

・英字版 Rotarianが事務局に届きました。 

・焼津南ロータリークラブ様より 

電話番号変更のお知らせが届きました。 

・藤枝市民ゴルフ大会実行委員会様より 

ご協賛の御礼と、広告掲載のプログラムが

届きました。 

・米村でんじろうサインスプロダクション様より 

平成 30、31 年度用 地域貢献/文化、芸術 

事業のご案内が届きました。 
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■ 出 席 報 告          渡辺 篤司君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

31／41 75.60％ 41／41 100.0％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○加茂川君 ○鈴木邦君 ○鈴木舜君 ○玉木君 

○松葉隆君 江﨑晴君 大杉君 落合君  

土屋君 仲田晃君 

(２)メークアップ者  

加茂川 誠君（冠講座 10/16） 

鈴木 邦昭君（藤枝南） 松葉 隆夫君（藤枝南） 

玉木 潤一郎君（地区大会） 

土屋 富士子君（地区大会） 

■ スマイル B O X         渡辺 篤司君 

・満 80才を迎えました。子供、孫達で祝いの会を

開いてくれました。感謝感謝です。卒寿に

向けて頑張ります。      松葉 義之君 

スマイル累計額  ２０，０００円 

■ 会 員 卓 話                       

 

 

 

中田 充君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石間 慶昭君 

 

 

 

漢方エキス製剤の品質 

１．漢方製剤の品質 

  原料生薬の品質・・起源植物、産地、等級 

成分含量 

 安全性（残留農薬、微 

生物、カビ毒、重金   

属・・） 

製造工程の品質・・切裁粒度、温度、時間、

真空度、圧力、篩、質

量・・・    

清浄度、衛生管理、洗

浄、印字、密封性・・・ 

   製剤の品質・・・ 配合生薬の確認、成分含

量、水分、・・・安全性 

ツムラホームページ⇒会社情報⇒ツムラの広告

⇒動画 

https://www.tsumura.co.jp/corporate/advert

isement/movie/ 

https://www.tsumura.co.jp/corporate/advertisement/movie/
https://www.tsumura.co.jp/corporate/advertisement/movie/
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２．安全性の保証 ： 不純物の品質管理 

【原料生薬の品質管理】 

中国のすべての産地会社に対して生薬 GACP に

基づく監査を実施しています。監査の目的は、

産地会社が当社の求める栽培管理能力、加工環境

などを有しているかを監査します。この監査に

合格し、生薬 GACP認証を受けた産地会社からのみ

原料生薬を購入しています。 

●微生物 

 生薬原料の保管・輸送の管理：乾燥、衛生状態 

生薬：一般細菌（5.0ｘ107 cfu/g）、真菌類（5.0

ｘ105 cfu/g）、 耐熱性菌 

エキス粉末：一般細菌 

製剤（顆粒）：一般細菌、真菌、大腸菌、サル

モネラ、etc 

●残留農薬 

生薬栽培標準：使用していい農薬の種類、量 

トレーサビリティシート：いつ、どんな農薬を、

どれだけ使用しているか 

約 200種類の農薬の分析（ppmレベル） 

●カビ毒 

生薬原料の保管・輸送の管理：乾燥、衛生状態 

アフラトキシン、オクラトキシン、etc の分析

（ppbレベル） 

●重金属 

栽培地の土壌品質の管理 

鉛・カドミゥム・水銀・ヒ素（ppmレベル） 

【まとめ】 

漢方薬は、古くから使用され、その実体験を

もとに「効く」ことが認められ、医療用医薬品

としての承認をうけました。 

現在では、多くの科学的なエビデンスにより、

その効果が証明されてきています。 

今後も過去からの有効性を損なうことなく安定

した品質の、さらには安全な漢方エキス製剤を、

皆様に提供すべく活動していきます。 

 

■ ロータリーの友紹介   池ノ谷 敏正君 

『ロータリーの友 10月号紹介』 

ロータリーの友１０月号、横組みから紹介します。 

まずは３ページの「RI 会長メッセージ」。 

毎号巻頭に掲載されている RI 会長からロータリ

アンへのメッセージですが、今月号はロータリー

が取り組んでいるポリオ撲滅運動についての

声明文となっています。 

 

つづく７ページからは「歴史でつながる」と

題された特集記事です。 

明治改元から１５０年、全国のクラブでおこなわ

れているそれにまつわる事業が紹介されています。 

ロータリー活動と一口に言っても、いろいろな

切り口、アプローチがあるものだと感心させ

られる話が詰まっています。 

歴史好きの会員の方には、さらに楽しめる読み

物かと思います。 

 

２４ページからは RI 指定記事「私はハンブルグ

市民です」が掲載されています。 

来年の国際大会の開催される街、ハンブルグを

筆者とともに散策しているような錯覚を覚える

記事となっています。 

また、美しい街並みの写真と相まって、ハンブ

ルグへ否が応でも誘われてしまいます。 

国際大会への参加は別としても、是非、みなさん

もちょっとしたハンブルグ旅行へ出かけてみま

せんか。 

 

４０ページ、「クローンを出席させよう」。 

アメリカのロータリークラブで、クローン出席を

認めているクラブを紹介している記事です。 

メイキャップの新しい形なのかもしれません。 

個人的には、とても面白い試みだと思いました。 

みなさんはどう思われるでしょうか。是非ご一読

ください。 

 

続いて縦組みのページです。 

まずは４ページの「スピーチ」から。 

https://www.tsumura.co.jp/corporate/advertisement/movie/ad_movie/
https://www.tsumura.co.jp/corporate/advertisement/movie/ad_movie/
https://www.tsumura.co.jp/corporate/advertisement/movie/ad_movie/
https://www.tsumura.co.jp/corporate/advertisement/movie/120_special/
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今月は、昨年１０月、２８３０地区の地区大会で

行われた日本建築士会連合会会長の三井所

(みいしょ)清典氏の講演要旨が掲載されています。  

全国建築士のトップに立つ方だけあって、単なる

建物の建築・設計だけに留まらず、町やその

周辺に住む生き物の生態系にも目を配り、地域

資源を生かした建物づくり、まちづくりを発信

しています。 

何の仕事でもそうかと思いますが、今の仕事を

ただこなしてゆくのではなく、これからの業界の

ありようを見据えて行っていく。そういう姿勢が

ないと、その仕事、ひいてはその業界の存続にも

かかわってくるのかもしれません。 

読んでいて、そんな思いが沸きました。 

 

続く９ページからは「クラブを訪ねて」。 

１００歳のロータリアンを擁する大阪堂島ロー

タリークラブが紹介されています。 

歳を取るほどに人は保守的になりがちですが、

この１００歳のロータリアンはとても前向き。

その考え方もとてもポジティブ。 

先ほどの記事もそうでしたが、転がる石に苔む

さず、そんな思いを私にいだかせてくれた記事

でした。 

是非、お読みいただけたらと思います。 

 

以上、簡単ではありますが、ロータリーの友

１０月号の紹介をさせていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 冠 講 座 委 嘱 状 授 与            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 冠 講 座                     

＜開講日＞ 

     平成 30年 10月 16日㈫ 

＜講義内容＞ 

     「若者の起業のすすめ」 

＜担当者＞ 

末廣建設(株)  

  代表取締役専務 玉木 潤一郎君 
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＜開講日＞ 

     平成 30年 10月 23日㈫ 

＜講義内容＞ 

     「ドラッカーと社会生活」 

＜担当者＞ 

(株) アニーアンドアイ 

  代表取締役社長 石垣 善康君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《10～11 月の事務局開局日時》 

※ 開局日時は変更になる場合があります。 

最新の情報は、ホームページでご確認ください。 

●●早朝例会●● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／増田君） 

月 火 水 木 金 

22 23 24 25 26 

10：00～

16：00 

10：00～ 

16：00 

9：30～ 

16：00 

閉局 閉局 

29 30 31 11/1 2 

10：00～

16：00 

閉局 10：00～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

5 6 7 8 9 

閉局 10：00～ 

16：00 

9：30～

16：00 

閉局 14：00～ 

17：00 

12 13 14 15 16 

閉局 9：30～

17：00 

10：00～ 

16：00 

10：00～ 

13：00 

閉局 

19 20 21 22 23 

10：00～ 

16：00 

閉局 9：30～

17：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

26 27 28 29 30 

10：00～ 

16：00 

閉局 9：30～

17：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1539838529/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2thZ2UtZGVzaWduLmNvbS93cC8_cD0xNzg0/RS=^ADBb4A1wfM1Re_0PZxrfOArDKDofqU-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTEwNSZsPXJpBGlkeAMwBG9pZANBTmQ5R2NRbG1OV0xiS0JRWENabjRCR1RzejVXNEZGTk5xb09xUHRyTnJvcC1WTHFwNG9taUdDbVJ4Wkg0QXdfBHADNDRLazQ0T3A0NEs1NDRPSTU0U2g1cGFaSU9TOWsuYVRqUS0tBHBvcwMxMDUEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1539838529/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2thZ2UtZGVzaWduLmNvbS93cC8_cD0xNzg0/RS=^ADBb4A1wfM1Re_0PZxrfOArDKDofqU-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTEwNSZsPXJpBGlkeAMwBG9pZANBTmQ5R2NRbG1OV0xiS0JRWENabjRCR1RzejVXNEZGTk5xb09xUHRyTnJvcC1WTHFwNG9taUdDbVJ4Wkg0QXdfBHADNDRLazQ0T3A0NEs1NDRPSTU0U2g1cGFaSU9TOWsuYVRqUS0tBHBvcwMxMDUEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1539838809/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc296YWlsYWIuanAvbWF0b21lL2RldGFpbC81OC8-/RS=^ADBvllcuyADC1PLMfeJ4EmQS8IB8yU-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTIyOCZsPXJpBGlkeAMwBG9pZANBTmQ5R2NTTlM1SWNEaENYU0NYX3g1S0ZfRFRkYVI4UDJ5b2ZXOHY0TXJMbDNKbDhfZEVkaWhLdkRZWlNTUQRwAzQ0S2s0NE9wNDRLNTQ0T0k1NFNoNXBhWklPUzlrLmFUalNEbHZiRS0EcG9zAzIyOARzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--

