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第 1217 回( 5 月 14 日)
点 鐘
合 唱
第２副ＳＡＡ

清水幸彦会長
四つのテスト
野口会員 沼崎会員

例会の記録

〜2 パーセント水溶液。粘膜・傷口の消毒に使用
され、薬品の色が緑がかった赤褐色であったため、
赤いヨードチンキの意で赤チンと呼ばれていまし
た。

※出席報告
会員数
32 名

出席者数
20 名

出席率
74.07％

前回修正
-

会長の時間

清水 幸彦

会長

年配の皆様方の中には、
学校の保健室で膝小僧
に塗ってもらった方も
多いかも知れません。
．．．
赤チンの俗称で知られ
る薬マーキュロクロム
液が、2019 年 5 月 31
日をもって日本薬局方
(厚生労働大臣が定めた医薬品の規格基準書)から
削除されます。2020 年 12 月 31 日には、水銀に
よる環境汚染の防止に関する法律によって国内で
の製造も規制される予定だそうで、最盛期には
100 社ほどが生産していたという赤チンが、手に
入れなくなるのも時間の問題となってきました。
日本薬局方から外れた薬は現行の日本薬局方を記
載したパッケージでは売れなくなり、あらためて
承認審査を通さなければなりません。それでも
2020 年まで、マーキュロクロム液を局方外医薬品
にリニューアルして製造販売し続けることを決め
た製薬会社が、日本に１社だけ存在します。1953
年に創業した三栄製薬(世田谷区)です。マーキュ
ロクロム液は、有機水銀剤マーキュロクロムの 1

日本薬局方に初めて収められたのは 1939 年。明
治以降に衛生教育が進んで消毒や殺菌の重要性が
認識されるや、家庭や学校の保健室に手軽な消毒
剤として常備されるようになりましたが、水銀公
害が問題となった 1960 年代以降は製造過程で水
銀の廃液が発生することから敬遠され、1973 年に
は原料の国内生産が中止されます。それでも原料
を輸入することは禁止されていなかったため、愛
用者に応える形で平成に入っても一部企業は製造
販売を続けていました。2015 年に政府が行った製
造事業者２社へのヒアリングによれば、1 社の年
間製造量は 16,500〜30,000 本程度。薬局や保健室
で赤チンを見る機会は激減しましたが年配者を中
心に多くの一般使用者がいたのです。しかし 2016
年 6 月に公布された、水銀による環境の汚染防止
に関する法律で、マーキュロクロム液が 2020 年
12 月 31 日をもって製造禁止になることが決定。
2017 年 12 月、厚生労働省は、マーキュロクロム、
マーキュロクロム液の 2 つを 2019 年 5 月 31 日を
もって日本薬局方から削除することを発表しまし
た。最後まで残ることなった三栄製薬は現在化粧
品などが主力で、赤チンの売り上げは 1 パーセン
トにも満たないとのこと。それでもリニューアル
してまで期限ギリギリいっぱい販売し続けるのは
なぜなのでしょうか。やはり 60 代 70 代の赤チン
ファンのみなさんから、電話や手紙でいただくか
らです。2020 年の規制は仕方ないと思いますが、
これだけのファンがいるのに作れなくなるのは大
変寂しいです。それでも「規制が始まるまでは愛
用者のため製造し続けようと思います！」との事
で、時の流れ、時代の変化が感じられる話です。

本日のお客様紹介
< 佐々木康 幹事 >
狭山ひかり幼稚園 理事長 東喜代雄 様

幹事報告
< 佐々木康 幹事 >
・6 月のプログラムが理事会で承認
・出席規定適用免除について
・5 月 19 日(日)地区研修・協議会について
・6 月 11 日(火)慰労会家族同伴夜間例会について
・受贈会報
飯能ＲＣ
・回
覧
「私の宝物」欄投稿のお願い(ﾛｰﾀﾘｰの友事務所)
ガバナー月信 5 月号（web 掲載）
2019 年度規定審議会でのﾛｰﾀｰｱｸﾄの変更につ
いてよくある質問（地区事務所）
「Show 尚」第 121 号（医療法人尚寿会ｸﾞﾙｰﾌﾟ）
次年度役員・理事のお知らせ（所沢・飯能・
所沢中央・入間・入間南 RC）

卓話
「幼児教育の無償化について」

今年の１０月から、幼稚園や保育園に通う３～
５歳のすべてのこどもと保育所に通う０～２歳
の住民税非課税世帯のこどもについて、利用料
が無料になります。
これに対しては様々な意見が出ておりますが、
現場の人間として、今後の幼児教育をどうした
らよいのかを考えていきたいと思っています。

変化
少子高齢化による・・・・・・・・・・・・・・
人口減少、年金・医療・介護などの社会保障負担
の増大
ＩＴ化による・・・・・・・・・・・・・・・・
雇用量の減少、人材ニーズの変化、デジタルな能
力よりアナログスキル（人間でしかできない能力）
が必要

日本に必要な３つの改革
経済学者ジェームズ・ヘックマンの提言
スキル形成と創造性重視の教育・・・・・・・・・
若い世代への教育を改善することで、人的資本の
基盤を拡大するべき。そのために、社会的流動性
の促進を目的として、質の高い教育を幼少期の早
い段階から始める必要がある。
柔軟な労働市場と産業の新陳代謝・・・・・・・・
雇用や産業参入に関する規制を減らすべきだ。変
化に適応できるより柔軟な労働市場、製品市場を
創造しなければならない。
２種類の人口高齢化対策・・・・・・・・・・・・
フレッシュな人材が必要だ。
移民にもっと門戸を開くべきだ。

幼児教育の重要性
～まずは幼少期教育に重きを！～
知識よりも、数値では表せない見えない力である
社会情動的スキル、つまり潜在能力である「やる
気」
「忍耐力」
「協調性」は 5 歳までに養われる。
5 歳までにその人の学力も収入も地位も決まって
しまうということはいかにこの時期が大切かとい
うことです。

愛の反対は無関心

狭山ひかり幼稚園
理事長 東喜代雄 様

友達の声に耳を傾け、先生の声に耳を傾け、学校
で起きていること、日本で起きていること、そし
て世界で起きていることに耳を傾け、愛をもって
行動できる人材育成、幼児教育の実現を望みます。

江原君

浜野君

小島君

益子君

吉松君

語りつくせない奥深いテーマでしたが、手作
り資料と人間味溢れる話し方に、なんだか心
がほっこりと温かくなりました。
狭山ひかり幼稚園の教育目標は、「踏んでも
蹴っても死なない子」だそうですが、愛あっ
てこそ掲げられることではないでしょうか。
東喜代雄様、本日はありがとうございました。

東喜代雄様（狭山ひかり幼稚園理事長）
貴い例会にお招き頂き光栄です。いつ
も新狭山ロータリークラブがお世話に
なり感謝しております。
清水(幸)君本日のお客様、狭山ひかり幼稚園理事
長 東喜代雄様、お忙しい中お越し頂き
ありがとうございます。お話し宜しく
お願い致します。
佐々木君 狭山ひかり幼稚園理事長 東喜代雄様、
ようこそ狭山中央ＲＣにお越しくださ
いました。本日の卓話楽しみにしてい
ました。宜しくお願い致します。

狭山ひかり幼稚園理事長 東喜代雄様、
お忙しい中お越し頂きましてありがと
うございます。本日卓話を宜しくお願
い致します。
本日の外来卓話、狭山ひかり幼稚園理
事長 東喜代雄様、ようこそいらっしゃ
いました。本日は宜しくお願い致しま
す。申し訳ありません、早退します。
狭山ひかり幼稚園理事長 東喜代雄様、
ようこそお出で頂きました。お話し楽
しみにしていました。宜しくお願いし
ます。
新狭山ロータリークラブ東様、本日の
卓話楽しみにしていました。宜しくお
願いします。
東様、本日卓話にお出で下さいまして
誠にありがとうございます。すばらし
い話を期待致しております。

◆ 次の例会 ◆
5 月 28 日（火）
例会取り止め（定款 8-1-C）
6 月 4 日（火）
第 2 副 SAA：宮岡会員 守屋会員
外来卓話：サロン椿
椿 衣代様

