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大概の役所・企業は今月から新年度を迎えます。１８歳成人が大きく
報道され、年度変わりで生活がガラリと変わったというかたも多いと存
じます。
当クラブも、事務局の山根さんが先月末をもって退職され、今月か
ら佐藤あずみさんにお世話になることになりました。どうかよろしくお
願いいたします。
さて、４月２日は池田ＲＡＣ５０周年事業で、ドライブインシアタ
ーを実施し、１８時から１９時３０分まで、豊島野公園でアニメ「ミニ
オンズ」を上映いたしました。詳しいことは別途報告されますが、晴天
下、満開の桜に囲まれた公園に３５台近くの車が集まり、心配されてい
た画面の見え方も実際にはとても良く、成功裡に修了いたしました。当
日は早い人で朝７時３０分集合、最後の反省会終了は２１時４０分ごろ
となり、本当に長い一日でしたが、多くの会員の皆様に集まっていただ
き、本当にありがとうございました。また、佐藤さん、さらに山根さん
にも、いろいろとお手伝いいただきました。本当にありがとうございま
した。
あとはロータリー年度末である６月に近江見学をできるだけ実施
する方向で準備を進めており、また、池田ＲＡＣ５０周年記念式典も６
月に実施予定です。
私共の執行部もあと３か月弱を残すのみとなり、いろいろと次の年
度のことも考えなければならない時期にさしかかって参りましたが、で
きるだけ次年度の田中執行部にご迷惑をおかけすることのないよう、残
り３か月弱を一生懸命駆け抜けてゆく所存でおりますので、どうかよろ
しくお願いいたします。

■副幹事 新見 香

プログラム
開会・点鐘
ロータリーソング
ゲスト＆ビジター紹介
出席報告
会長挨拶
幹事報告
委員会報告
ニコニコＢＯＸ
本日の卓話

本日の卓話
『池田市政について』
卓話者：
池田市長
瀧澤

智子様

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤ニコニコ BOX✤

✤幹事報告✤
幹事

林原みどり

会員

（地区より）
①第 7 回日台ロータリー親善会議福岡大会のご
案内
（林会長、林原幹事）
②「SNS 活用のための情報交換会（有志参加の
ミーティング）」のご案内
（田中会長エレクト、橋本幹事エレクト）
（池田市美術展運営委員会）
③後援名義使用についてお願い
（林会長、林原幹事）
（いけだ市民文化振興財団）
④『第二十三回いけだ春団治まつり』ご招待の
ご案内
（林会長、林原幹事）
（米山梅吉記念館）
⑤賛助会ご入会のお願い、春季例祭のご案内
（林会長、米山奨学会担当橘高会員）

✤出席報告✤
出席報告

木平

朝子 会員

○出席数 22 名
○会員数 28 名
○出席率 78.57％
〇前々々回 3 月 2 日（水）
補正出席率

２ みんなに公平か

82.14％

メーキャップ
近藤 秀一会員（船場 RC）
柴田 宜孟会員（理事会）

ニコニコ
林

功

担当：溝口

聡

会員

会員：今月から、事務局の佐藤さん
が正式にいらっしゃいます。い
ろいろとお世話になります。先
日の RAC50 周年記念事業、皆
様ありがとうございました。
吉岡 崇 会員：配偶者誕生日の品を頂いて。
吉田 昌弘会員：誕生祝を頂きました。
有難うございます。
井上 裕子会員：卓話させていただきます。よ
ろしくお願い致します。お休み
多くてすいません。お蔭さまで
無事移転開業できました。
暮部 光昭会員：欠席のお詫び。井上先生のす
ばらしい卓話を聞けなくて残
念です。広げよう禁煙！
奥村 勝彦会員：結婚記念日の品を頂いて。
ありがとうございます。
林原みどり会員：4 月 3 日「ドライブインシア
ター」寒かった～。ご苦労様で
した。
北林 寛嵩会員：欠席のお詫び。ドライブイン
シアターお疲れ様でした。
橋本 昌也会員：ドライブインシアターの事業
では、メンバーのみなさまに大
変お世話になりまして有難う
ございました。私にとりまして
もいい経験となりま
した。
木平 朝子会員：井上先生の卓話を楽しみにし
て居ります。

３ 好意と友情を深めるか
✤4 月のお祝い✤
会員誕生日：
吉田 昌弘 会員
田中 孝史 会員
鶴原 英生 会員

配偶者誕生日：
吉岡 たつ子様

結婚記念日：
奥村 勝彦 会員
鶴原 英生 会員
近藤 秀一 会員

４ みんなのためになるかどうか
✤前回の卓話✤

『毒が入っているのに 20 歳から
吸っていいのはなぜ？』
井上 裕子 会員

「お酒とタバコは、20 歳になってから」 は、子どもの
頃から何の疑問もなく当たり前のように教えられてきた
フレーズです。でも、ちょっと立ち止まって考えてみて
ください。おかしいと思いませんか？タバコの害がなく
なるわけではないのに、、、、、
昨年末に、池田市禁煙推進ネットワークでは、大阪国
際がんセンターの田淵貴大先生に「新型タバコの本当の
リスク」と題してご講演いただいたのですが、企画させ
ていただいた私自身にも、タバコについての“新鮮な根本
的な気づき”をもたらしてくださいましたので、卓話でお
話させていただきたいと思いました。
田淵先生のご講演は、「なぜ、健康を守る必要がある
のか？」という問いかけから始まりました。「健康でな
くても幸せだと言う人もいるかもしれない。でも、人が
幸せであるには健康でなくてはならないとほとんどの人
が思っている。誰も、病気になりたいと思ってはいない。」
と、、、
当たり前のことなのに、改めて、「じゃあ、みんなの
健康を害するとわかりきっているタバコをなぜ許してい
るの？」「なぜ、20 歳になれば吸っていいの？何も変わ
らないはずなのに。」という疑問がより一層強く湧いて
くるのを感じました。タバコには、4000 種類以上の化学
物質が入っているのです。消毒殺虫剤の主成分であるフ
ェノール、イタイイタイ病の原因であるカドミウム、殺
鼠剤の成分であるシアン化水素などなど、聞くに恐ろし
い有害物質が入っていることがわかっているのに、なぜ
20 歳になれば吸っていいのでしょうか？
法律第 33 号 未成年者喫煙禁止法は、明治 33 年 3 月 7
日に制定されました。明治時代に日本中に喫煙ブームが
巻き起こった頃、子どもまでもが吸うようになったので、
制定されたそうです。第一条に、“満 20 年二至ラサル者
ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス”とあります。（今回の成人年
齢 18 歳に伴い、年齢は再検討され 20 歳のままとなった
ものの、喫煙の可否そのものが議論されることはなかっ
たそうです。）タバコは 1543 年鉄砲の伝来とともに、
日本に伝えられたと言われており、明治になって、その
習慣性・常習性を利用して、国は税を徴収する手段・政
府の財源とするようになりました。日清・日露戦争の頃

には、国家収入を増やす目的でタバコの製造販売を「国
営」にし、第二次世界大戦後は日本専売公社が設立され、
国が喫煙を奨励したため、昭和 40 年ごろには日本人男性
の喫煙率は 80%を超えていたそうです。
その後、専売制は 1985 年の日本たばこ産業株式会社
（JT）発足まで続いたのですが、その JT も、全株式の
半分以上は、国（財務省）が保有しなければならないと
され、財務大臣が筆頭株主で、50.02%を保有しているそ
うです。国が禁煙推進を積極的に取り組まない理由がわ
かるような気がします。政財界では様々な利害関係が動
いているのは当たり前ということは、いい年をした私に
は重々理解できるものの、健康を害するものだけはやめ
てほしい。と改めて叫びたいと思うのです。
タバコの健康への害については、「ヘビースモーカー
に肺がんの発生率が高い」という報告が 1939 年にドイ
ツで出されて以来、多くの研究結果が報告されてきてい
ます。しかし、タバコ会社は、そのデータを隠す、歪め
るということを平気で行ってきたそうです。その詳細は、
2005 年に出版された暴露本「悪魔のマーケティング・た
ばこ産業が語った真実」という本の中でも紹介されてい
ます。
さらに改めて今、気をつけなければならないのが、新
型タバコの普及です。芸人さんが吸っていることがテレ
ビで紹介された 2016 年には、日本が IQOS の世界シェ
アの 96%であったということをご存知でしょうか？日
本は「人体実験場」と言われているそうです。（余談で
すが良い機会なので、ついでにお話させていただきます
と、今流行りのマウスピース型・アライナー型矯正装置
も、“患者さんの費用負担による世界的大規模人体実験”
と呼ぶ人がいますし、“完全自動運転車を運転免許がない
人が運転するようなもの”と例える人もいますので注意
してください。）
新型タバコのパンフレットには、従来のタバコに比べ
大幅に有害性成分は減少したかのような図が掲載されて
いるのですが、実際に減少した物質もあるものの、逆に
増えている物質もあるそうです。加熱式タバコだから安
心と思って吸ってしまうこと、子どもや友人のそばで吸
ってしまうことで、むしろ害が大きくなっていると言え
ると田淵先生は強く語っておられました。そのことは、
なんと同じ新型タバコのパンフレットに書かれている一
節からもわかります。「＊IQOS にリスクがないという
わけではありません。＊タバコ関連の健康リスクを軽減
させる一番の方法は、紙巻たばこも IQOS も両方やめる
ことです。」小さくグレーの文字で、本当にわかりにく
く書いてあるそうですが、書いてあるので責任は取れな
いと言われてもしかたがないかもしれません。
また、コロナの重症化リスクとしてよく耳にするのが
高齢者ですが、それと同等のリスクを示しているのが喫
煙者だという研究報告があります。高齢者を若返られる
ことはできないけれど、喫煙者を減らすことができ、そ
うすれば重症患者病床の逼迫を抑えることができるのに、
耳にすることがないのはおかしいと思いませんか？と田
淵先生は私たちに問いかけられていました。
子どもの頃から慣れ親しんだ常識の間違いには、私達
は気付きにくいものです。タバコ問題は、吸っていない
人たちもその間違いに気づく必要があるのです。第二次
世界対戦中の日本人がそうであったように、おかしいな
と思いつつ当たり前と思い込んでいる常識が、今も世界
中に大小さまざま存在するので、戦争や紛争が起こって
います。タバコ問題もその一つなのです。「自分はタバ

コを吸っていないから関係ない。」ではなく、大切な人
をタバコの害から守るために、タバコを吸い始めるリス
クのある子どもたちを守るために、あらためて、タバコ
を許している非常識に気付いていただけたら幸いです。
追記：
医療法人イノウエ矯正歯科 イノウエ矯正＆歯科は、2
月に箕面市瀬川 5-5-5 で、ちっとも華麗ではない移転オ
ープンをし、ようやく軌道に乗ってきたところです。一
般歯科もできるようになりましたので、よろしければご
連絡ください。
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池田ＲＣのテーマ「池田ロータリー

変えるべきもの、変えるべきでないもの」

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

4 月 20 日（水）例会

春の小川
春の小川は さらさら行くよ
岸のすみれや れんげの花に
すがたやさしく 色うつくしく
咲けよ 咲けよと ささやきながら

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

ポリオプラス基金

3月23日時点累計

19,103 円

4月6日分

602 円

累計

19,705 円

義捐金ＢＯＸ

3月23日時点累計

97,867 円

4月6日分

1,023 円

累計

98,890 円

ニコニコ箱の累計
4 月 6 日現在累計

939,000 円

『健康には気を配りましょう』
卓話者：鶴原

英生会員

