
進 行：SAAサブ 坂本雄一              点 鐘：午後 12 時 30 分  橋本恒男 会長 
ソング：我らの生業・四つのテスト 
 

 

〔会長挨拶〕        橋本恒男 会長 

 
皆様、こんにちは。大分、寒い日が続いておりますが

風邪など引かぬよう、気をつけて下さい。会員の中にも

何人か風邪で休んでいると聞いております。 
今日の来訪者を紹介します。米山奨学生のイ･ヨンジ

ュ君です。 
世界は動いております。アフリカ大陸北部の国、アル

ジェリアでは日本人９人を含め多数の人がテロの犠牲に

なっていると報道されています。国の収入の９８％がガ

ス・石油とされていますが、その設備を破壊しようとす

るテロを絶対に許すことが出来ない事が国策であるよう

です。日本の国民感情では考えられない事が普通の様に

行われています。自分の事は自分で守るという言葉があ

りますが、当てはまらない国であると思います。 
先日、新世代委員会に渋谷委員長と出席して参りまし

た。この委員会はすごく奥の深い委員会であり、インタ

ーアクト、ライラ、ローターアクト、ローテックス等聞

きなれない言葉が要所要所に出てきます。その内容を説

明して下さいと言われても、勉強不足の私には答えられ

ませんでした。今後、ロータリーの事も含め、勉強しな

くてはと痛切に感じました。 
本日は例会後、半年を振り返って各副会長、五大奉仕

委員長に発表していただきます。本日の例会、宜しくお

願いします。 
 

 

〔幹事報告〕        澁澤健司 幹事 

 
１．国際ロータリー第 2570地区第 4グループ IMが 2月 

9日に開催されます。受付 12時 45分 
点鐘 13時 30分となっております。会場は埼玉グラ 
ンドホテル深谷となります。現地集合となります、 
当日はブレザー・青色ネクタイ・ロータリーバッチ 
を着用お願い致します。 

２．本庄商工会議所青年部より創立 30周年記念式典開 
催の御案内が届いております。日時は 2月 15日午 
後 6時開会場所は、埼玉グランドホテ ル本庄 3階 
インペリアルホールとなっております。 

３．埼玉県立妻沼高等学校、関口英世校長より埼玉県立 
妻沼高等学校インターシップ意見交換会の開催案内 
が届いております。日時は 2月 15日午後 3時から 
午後 4時 30分本校会議室となっております。 

４．再々再度になりますが国際大会参加のご案内をさせ 
て頂きます。現在地区での申し込みが 30名弱、各 
クラブで設営自主参加を含めて最終の参加員数は出 
て居りませんが 50名ほどとなっています。日時は 
2013年 6月 21日から 6月 26日までリスボンで行わ 
れます。費用はお一人様 340000円となります、ビ 
ジネスクラスは 50万円のプラス・プレエコクラス 
は 15万円のプラスです。 

５．本庄ロータリークラブ 50周年記念コンペ開催のご 
案内をさせて頂きます。日時は 4月 25日木曜日受 
付が 7時、スタートが 8時、会場はこだまゴルフク 
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ラブとなっております。当クラブ会員の皆様には改 
めて案内を送らせていただきます。 

６．次週の例会は夜間例会となります。皆様に FAXを 
送らせていただいておりますので出席の確認の 
FAX返信よろしくお願いいたします。次回プログ 
ラムの案内とさせて頂きます。 

 
ポールハリスフェロー表彰報告 

岡芹正美 会員 
〔地区報告〕 
公共イメージ委員会報告  

矢島淳一 会長エレクト 
 
〔卓 話〕 

梅村孝雄 パスト会長 

 
 
１．医薬品とは、厚生労働大臣による製造・販売承認を   

要し、薬事法により規定される。 
１． 日本薬局方に収められているもの 
２． 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用

されるもの 
それらは、医師等によって使用され、医師が発行し

た処方箋や指示によって使用されることを目的とし

た医療用薬品（８兆円）と薬局やドラッグストアー

で販売される一般用薬品（６千億円）に分類され、

「最終有効年月日」「使用期限」「製造ロット」が

表示される。 
 

２．健康食品（サプリメント）とは、疾病の予防のみう

たえるが、効果や症状の改善は不可。健康増進法の

規定に基づき認可される。「賞味期限」が表示され

る。 
 
３．後発品（ジェネリック医薬品）とは、特許の切れた

先発医薬品より三割から４割安く薬価が決められ、

医療費の削減のために貢献する医薬品です。 
基本的には、成分・効き目は国の審査で、先発品と

の許容範囲内で認定されています。 
但し、全てが先発品と同等・同質ではありません。 
 
 
 

 

 

４．医薬品メーカー順位表   

  メーカー名  原産国 年間概算販売額    
１  ファイザー アメリカ ５千１百億円   
２  武田薬品       ４千７百億円   
３  第一三共       ４千２百億円   
４  ＭＳＤ   アメリカ ３千６百億円   
５  中外    スイス  ３千４百億円   
６  ノバルテス スイス  ３千４百億円   
７  田辺三菱       ３千３百億円   
８  エーザイ       ２千９百憶円   
９  サノフィ  フランス ２千８百億円    
１０ グラクソ  イギリス ２千４百億円   
１１ アステラス      ２千４百億円   
１２ アストラ  イギリス ２千３百億円   
１３ 大塚製薬       ２千３百億円   
１４ 協和キリン      １千９百億円   
１５ ベーリンガードイツ  １千９百億円  
１６ 大日本住友      １千８百億円 
１７ バイエル  ドイツ  １千７百億円 
１８ 塩野義        １千７百億円 
１９ リリー   アメリカ １千６百億円 
２０ 小野         １千５百億円 
２１ アボット  アメリカ １千４百億円 
２２ 大鵬薬品       １千億円 
２３ 大正富山       ９６０億円 
２４ ツムラ        ９５０億円  
２５ 杏林製薬       ９００億円 
２６ 久光製薬       ８８０億円 
２７ ヤンセン  スエーデン８８０億円 
２８ 持田製薬       ８５０億円 
２９ 明治製菓       ８３０億円 
３０ 参天製薬       ８００億円 
 
５．製品売上げ順位表 

  製品名    メーカー名  効能効果     

１．ブロプレス  武田薬品   高血圧  

２．デイオバン  ノバルテス  高血圧   

３．アリセプト  エーザイ   認知症   

４．プラビックス サノフィ   脳血管   

５．モーラス   久光製薬   貼り薬      

６．レミケード  田辺三菱   リウマチ 

７．オルメテック 第一三共   高血圧 

８．リピトール  アステラス  高脂血症 

９．タケプロン  武田薬品   胃潰瘍 

１０．アバスチン 中外     抗がん剤 

 

〔御礼の言葉〕     中島高夫 副会長 
 
〔ニコニコ BOX報告〕 
橋本恒男 
「本日の例会よろしくお願いします。」 
 
梅村孝雄 
「私のつまらん話をご清聴いただき感謝申し上げます。 
あくまで個人的な考えで、思うままの発言です。不快な

点が有りましたらお許し下さい。」 
 
 
 



金井澄雄 
「歴史と伝統ある本庄ＲＣとして、田中作次ＲＩ会長を

応援しに皆さんで、リスボン国際大会へ行きましょ

う。」 
 
矢島淳一 
「次女に長男が誕生しました。」 
 
「梅村パスト会長。本日、卓話よろしくお願いしま

す。」 
橋本恒男 澁澤健司 竹並栄一郎 金井澄雄 春山茂之 
内野昭八郎 野村正行 岡崎正六 戸谷清一 福島文江 
岩渕富男 中島高夫 下山正男 杉山淑子  
 
〔出席報告〕 

    
 
次回プログラム発表 
1月 31日（木）ＰＭ6：30～第 4例会（夜間例会）  
会場：五州園 
 

クラブ協議会 
 

クラブ奉仕部門     担当副会長    萩原達夫副会長 
①情報研修委員会では RLI各種研修会に参加頂きまし 
た。 
②プログラム委員会では、地区を越えてパストガバナー 
及び地区役員本庄の歴代パスト会長の卓話を例会に取 
り入れ内容があり格式ある例会となっております。 
③広報雑誌委員会では週報等をメール発信し、皆様に報   
告すると共に例会ではロータリーの友よりの感想並び 
に重要記事の発表をして頂きました。 
④会員増強委員会では、委員会の情報集会の開催により、  
新会員リストを上げお声掛けをして仲間をお誘いして 
おりますか。 
⑤親睦活動委員会では秋の移動例会を 10月 25日、鎌倉 
散策と世界のミクニでのディナーの開催を致しました。 
当日は鎌倉ロータリークラブ会長幹事の参加を得て内 
容ある例会となりました。 

     クリスマス例会は 12月 20日、アメイジンググレイ 
ス本庄で開催しゲストに米山留学生イヨンジュ君、米 
山留学生 OBジョン君、 交換留学生コウさん、カウ 
ンセラーの本庄南クラブの長沼章様の参加を頂きまし 
た。アトラクションではゲストバンド、ハニー＆ステ 
ップスのメンバーの音楽で、本庄親父バンド、本庄レ 
ディースのグループに花を添えていただき多いに盛り 
上げて頂きました。 

 

 
 
⑥出席委員会では受付にて出席の確認および、例会での

出席率の発表を行いメーキャップの推進で出席率向上

を図っています。 
⑦国際奉仕部門  須永秀和委員長欠席のため報告させて 
頂きます。米山留学生イヨンジュ君に対しての支援ま 
た、 今年度も書き損じハガキを自治会連合会さんに 
御協力して頂きスタート致しました。今年度 はその 
資金でネパール学校建設開校式に 11月 5 日から 11日
まで茂木正会員、金子章会員、小林事務局渋澤の 4名
とオブザーバー参加 6名の計 10名で行って参りまし 
た。詳細は例会で発表させて頂きました。 
今後書き損じハガキの集計が出来ましたら、皆様に切

手購入のお願いを申し上げまして、クラブ協議会の報

告とさせて頂きます。 
 
中島高夫 副会長 
地域活性化委員会   茂木 聡 委員長 
ニコニコ BOX委員会 
職業奉仕委員会    岡崎正六 委員長 
五十嵐敦子 副会長 
国際奉仕部門委員会 
新世代部門委員会   渋谷修身 委員長 
ロータリー財団委員会 
米山記念奨学会委員会 
SAA 
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