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2011-12下村  Vol. 10 

2011/09/08 

 9月8日（木） 例会報告  

会 報 

つくば学園ロータリークラブ    
It is the 26th year since 1986 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.  

 Index 

  ガバナーエレクト事務所準備報告 / 

招待卓話：「サムシンググレイド」筑波大学名誉教授 村上和雄 様 /  

  ニコニコＢＯＸ / 他 

点鐘する 下村 正 会長 

 野堀ガバナーエレクト事務所準備報告 

手作り設営、ガバナーエレクト事務所は超～ＩＴ！  下村会長からの報告寄稿 

 
 9月6日(火)午後から、ガバナー

エレクト事務所の設営を手伝いま

した。私と幹事は力仕事しかでき

ませんので机の組み立てや移動で

良い汗を流しました。東雲の鈴木

さんまで登場、狭い事務所でガサ

ゴソと頑張りました。でも当初は

狭い感じがしましたが、意外と結

構十分な広さに思います。 

 齋藤さんは最後までパソコンの

設定に孤軍奮闘していました。知

る人ほどビックリする程の事務所

セッティングは、最新のＩＴの塊

であります。   

データーベースの完成です。  

 流石の齋藤さんでした。 

 ご苦労様でした！ 

      

完成した事務所です。 

野堀喜作ガバナーエレクト事務所 
 

連絡先：  TEL         029-886-3582 

          FAX       029-886-3583 

          E-mail   12-13@ri2820.jp 
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 招待卓話 筑波大学名誉教授 村上和雄 様 
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 「サムシング・グレート」人間業を超える良い遺伝子 
 

 チベット仏教のダライラマ氏が今

年4月29日来日し、東日本大震災犠

牲者たちの49日法要を行った際に日

本へのエールを送られました。 

「仏教は心のサイエンス」であり、

「21世紀は日本の出番」だと。 

 

 科学や経済の発達した日本には、さらに自然を尊び先祖を敬う心

を持っています。仏の慈悲や神の愛や聖徳太子の和の中には、私た

ちの知らない遺伝子のスイッチがあるかもしれません。 

さらにダライラマは「あなたの人生でいつが楽しかったか？」との

問いに、「いつでも今、nowが幸せ」と答えました。 

 遺伝子研究や生命科学で50年生きた私の今の研究は、笑うと血糖

値が下がる事実、笑うとある遺伝子のスイッチがONになることか

ら、人間にとって良いDNAをONにできれば、人間にとって幸せとなる世界を見出せるので

はないだろうかということです。 

 一人の人間は、1億の100万回のDNAをもった細胞が60兆個も組み立てられて作られた奇

跡の存在なのです。しかもまだDNAの遺伝子はその２％しかはっきりわかっていません。心

の持ち方で未知なる良い遺伝子が活用できるのではないだろうか、との思いから研究をして

います。 

 「お蔭様」「もったいない」「頂きます」「ありがとう」日本には素晴らしい言葉があり

ます。動植物の命をいただいて、自分の中に取り込むことは、太陽や空気や地球をも取り込

んで自分の命をいただいていることです。これですべてに対し助けるHELPを自然に心がける

ことになります。森羅万象に有難いことから「ありがとう」のことばになれば、ダライラマ

のいう「仏教は心のサイエンス」と私の良いDNAのスイッチを開拓しONにして世界を幸せ

にしていくことと同じになります。 

 遺伝子はそのコピーを作り出すだけではなく、他の細胞を助けています。その細胞の塊の

臓器は他の臓器を助けています。身体全体を視野にお互いに助け合うHELPが自律神経ならば 

その自律神経を動かす遺伝子はないだろうか。 

 天が与えたこの東日本大震災の試練が、世界に貢献

する精神文化の遺伝子のスイッチをONにするきっかけ

となり、日本が東西の架け橋になり、世界に役立つ日

本となるのです。まさにダライラマの言われた「21世

紀は日本の出番」ということになります。 

 10月9日（日）筑波大学１H201教室で13：00から 

「震災後の日本を支える君たちへ」というシンポジウ

ムを、竹田恒泰氏を交えて行いますので是非いらして

ください。 

筑波大学名誉教授 村上和雄 様 

記念品贈呈 下村会長より「有難うございました」 

ご紹介する上野 修プログラム委員長 
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     本日合計： 63,000円   累計金額： 317,000円    

 ニコニコＢＯＸ  

 9月8日 例会スナップ 

 

本日のメニュー：和風幕の内弁当 

（鳥のオクラ和え・酢の物・鮭の茶碗蒸

し・根菜とこんにゃくの味噌汁、御飯） 

 石井 健三 村上名誉教授のお話し楽しみにしていました。本日はありがとうございました。 

 磯山 正蔵 北海道遠征ゴルフ行って来ました。大雨が、と思いきや晴天でした。初日ではお見事私がトップ優勝、

又次回も宜しくお願いします。ありがとうございました。 

 井田 充夫 楽しみにしていた北海道研修会をドタキャンしてしまいました。幹事イソヤマさんごめんなさい。村上

先生卓話ありがとうございます。まず、いつも楽しく聞かせて頂いています。 

 大野 治夫 北海道ゴルフで2日目優勝してきました。 

 岡添 紘樹 村上先生、本日は遺伝子ＤＮＡの卓話ありがとうございます。昭和40年に大学で二重ラセンを学んだ者

です。懐かしく、また、研究の進歩に驚きました。 

 川﨑 庄一 村上先生、毎月「致知」でお目にかかっております。本日は素晴らしい卓話をありがとうございまし

た。10月9日も是非参加したいと思います。 

 鯨井 規功 村上先生、本日は貴重な卓話をいただきまして、有難うございます。 

 下村 正 村上先生、卓話ありがとうございます。益々の活躍を祈念申し上げます。 

 須藤 宏達 村上先生、本日は興味深い卓話をいただきましてありがとうございました。 

 高野 勝 村上先生、今日は素晴らしいお話を有難うございました。毎日笑って過ごしたいと思い 

ます。磯山さん、大野さん、北海道ゴルフありがとうございました。お二人の神通力で 

みごと天気予報をひっくり返しましたね。 

 田口 幸男 村上先生、本日はお忙しいのに大変有難うございます。 

 塚田 陽威 村上先生、今日は素晴らしいお話をありがとうございました。是非健康に気を付けてください。 

 東郷 治久 一昨日、昨日と2日間にわたり、ロータリーの仲間と北海道へ遠征してきました。昼はゴルフ、夜はす

すき野と頑張ってきました。特に幹事の磯山さんには大変御世話になりました。いやー！疲れました。 



 ホームページもご覧下さい  

http://www.46gama.com/ 

   つくば学園ロータリークラブ 
〒305-0047  

茨城県つくば市千現２丁目１番６つくば研究支援センターＡ２８ 

電話  029-858-0100         FAX  029-858-0101 

Email : gakuenrc@46gama.com 
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４つのテスト４つのテスト 

１．真実かどうか１．真実かどうか            

２．みんなに公平か２．みんなに公平か        

３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか  

４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか  

編集後記    クラブ会報・広報委員長：石井健三 
  2001年9月11日アメリカを襲った同時多発テロによって、犠牲者2976

人、90以上の国と地域の民間人が命を落としました。激突する飛行機や崩

れ落ちる世界貿易センタービルの光景は、恐怖と怒りと共に思い起こされ

ます。2011年5月1日にその首謀者オサマ・ビンラディンがアメリカ軍特殊

部隊によって殺害されました。この10年間の米国はテロに対して多大な負

担を伴う戦争を続けて来ました。その結果現在の複雑な多極化の世界に

なってしまいました。イスラムとの共存が出来ない米国になっています。 

 村上名誉教授のおっしゃる良い遺伝子のスイッチを今こそONにして、 

より良い世界に変えていきたいものです。今日は中秋の名月お月見夜！                  

 友好クラブ 

京都山城ロータリークラブ 

 （第2650地区） 

例会日  木曜日 １２：３０～１３：３０ 

例会場  「オークラフロンティアホテルつくば」        

        つくば市吾妻1丁目１３６４－１ 

 プログラム予告  9月   

 

お客様紹介 

 

筑波大名誉教授 村上和雄様  
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 9月15日(木） 移動例会 3クラブ合同夜例会 及び  

    野堀喜作ガバナーエレクト事務所開所祝い 

   （会場：グランドホテル東雲）７：００ｐｍ開始 

   （６：００ｐｍ～地区事業実行委員顔合わせ） 

   9月22日(木）例会 会員卓話：高橋恵一会員「土浦今昔街物語」・会員誕生祝 
    9月25日(日）古河ＲＡＣ５周年記念式典 会場：ホテル山水 0280-22-0226 

    9月29日(木）休会（定款細則第6条第1節により） 

    9月29日(木）７：００ｐｍワイン会「秋のボルドー」 ブラッセリ-２プラにて 

2011-12 Vol. 10 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

会員数 出席数 欠席数 
内無届 

欠席数 
出席率 

出席 

免除 

メイク・ 

ゲスト 

６２名 ４５名 １７名  ２名 ７６．６６％ ２名 １名 

出席率報告   9月8日（木）  例会 


