
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
［第 3グループ内の例会日］  狭山(金)、新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火) 

                   所沢(火)、新所沢(月)、所沢西(水)、所沢東(木)、所沢中央(月) 

第 920回(10月 30日)例会の記録  
 

点 鐘     若松泰誼会長  
合 唱     手に手つないで 
第２副ＳＡＡ  浜野君、寳積君 
 

※出席報告 
会員数 出席者数 出席率 前回修正 
30名 27名 88.89％ 92.86％ 

 

パスト会長の時間   
小澤泰衞パスト会長 

｢幻のノーベル賞」 
ノーベル賞の選考

にも間違いはある。

1926 年度の医学生理
学賞がその代表例で

ある。「寄生虫を使い

鼠に人工癌を作った」

とするデンマークの

コペンハーゲン大学

フィビデル教授と、

「兎にコールタールを塗り続け人工皮膚癌を発生

させた」と発表した日本の山極勝三郎博士の 2 人
は、ノーベル賞の生理学・医学部門の最終候補者

に残ったが、最終的にノーベル生理学・医学賞は

フィビデル教授に与えられた。 
しかし両氏の死後、アメリカでの研究に於いて

｢鼠の人口胃癌は癌ではない｣ことが確定し、癌研

究の晋の先駆者は山極博士であったことが明確に

なったため「幻のノーベル賞」と言われた。この

タール癌が国際的に本物の癌腫と認められ、それ

以降、世界中で本格的な癌研究が始まったと言っ

ても過言ではない。湯川秀樹博士のノーベル賞受

賞より 23年も前のことである。 
1966年、世界癌学会出席のため来日したノーベ
ル賞選考委員でスウェーデンの王立カロリンスカ

研究所名誉教授のフォルケ・ヘンシェン博士は「当

時の私は若手教授で山極博士を十分に推薦できな

かったが、世界の癌研究史上に於けるその業績は

世界的に認められ、異論を挟む学者はいない。山

極教授の研究にノーベル賞を贈るべきだった。半

世紀前のこととはいえ、誠に残念で日本の癌科学

者に申し訳ない。」と悔恨の意を表明している。選

考に漏れた理由として、当時の日本は科学研究の

分野で世界に認められる位置に達していなかった

ことなどが大きな要因であったと考えられるもの

の、選考過程に於いて委員の中には「生理学・医

学分野での東洋人へのノーベル賞は時期尚早なの

では…」という人種差別発言をした選考委員もい

たと言われている。 
山極博士は 1863年（文久 3年）信州上田藩（5

万 3 千石）の藩士、山本政策の三男として生まれ
た。上田第一番小学校（旧藩校「明倫堂」）を経て、

長野県中学校上田支校（後の旧制上田中学校、現

在の上田高校の前身）に学んだ。藩及び学校始ま

って以来の秀才と称されたが、下級藩士の貧しい

家庭に育っていたがため進学は望めない状況にあ

った。 
恩師の正木先生はその才能を惜しみ、上田藩元

御典医・山極吉哉の養子になり医学の道に進むよ

う熱心に進め、両親もこれに賛同した。1879年（明
治 12 年）同校を卒業した後、16 歳で山極吉哉と
養子縁組をして東京四ツ谷・山極邸に移住した。

そして、養父の要請があったことや、その年にコ

レラが大流行し全国で 12 万人の死者が出たこと
などもあって最終的に本人は医師になる決意を固

めた。山極博士は 1888年（明治 21年）東京帝大
（現東京大学）医学部をトップの成績で卒業し、

ドイツの病理学者ウィルヒョウの元で研究するこ

とを熱望し、同国への留学を果たした。そして

1894年（明治 27年）、帰国後に東京帝大の医学部
病理学教授に就任している。山極博士は 1907 年
(明治 40 年)頃から助手の市川厚一氏(北海道大学
の前身・農科大学卒業の特別研究生、後に同大学

教授に就任)と共に、肺結核を患いながらも癌発生
のメカニズムの研究に没頭し、1915年（大正 4年）
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4月、病理学会で実験の途中経過として｢人工的パ
ピローム発生に就いて（いぼ状の腫瘍の形成）」を

発表し、引き続いて同年 9 月には、東京医学界臨
時例会の席上で「コールタールによる人工癌腫発

生の成功」を報告した。 
この人工癌発生成功のニュースは、国内よりも

海外での反響の方が大きく、世界各国に於いてそ

の追試確認が行われた。（なお、アメリカは成功し

た翌年、山極博士を米国癌学会の名誉会長に推挙

した。） 
山極博士は、成功報告の 6 年後の 1921 年（大
正 10 年）にドイツ語で「コールタールによる癌
腫・肉腫の人工的発生に関する論文」を発表した。

そして 2年後の 1923年（大正 12年）には、肺結
核療養中の山極博士に代り助手の市川厚一氏が、

パリに於いて講演と実験を実演して喝采を浴び、

癌研究史上不滅の業績と称賛された。この結果は、

恩師ウィルヒョウの｢刺激説｣を実験的に立証した

ことに繋がり、これ以降世界中で本格的な癌研究

が始まったのである。 
ところで、日本国内における山極博士の名前は、

同時代の有名な医学者である野口英世博士や北里

柴三郎博士などに比べると遥かに知られていない。

しかしノーベル財団公式文書によると、第二次世

界大戦以前、生理学・医学分野で世界的に認めら

れ受賞に最も近かった日本人は、野口・北里らの

医学者ではなく山極勝三郎博士であった。アメリ

カには山極博士の名前が載っている教科書が存在

すると言われているが、癌腫発見とその予防・治

療の研究を通じて、近代日本を築き上げた偉大な

科学者（癌研究世界的な仕事をした人に贈られる

｢ソフィー賞｣と｢帝国学士院賞｣を受賞）の一人が、

何故か日本では全くと言っていい程知られていな

い。 
山極博士は 1930年(昭和 5年)に死去した。享年

67歳であった。現在、上田城跡公園の一角には胸
像が、同公園の近くには博士が少年時代に夢を追

いながら過ごした生家(茶室のみ)が保存され、市民
に親しまれている。 
 
 

  幹事報告                稲見幹事 
1. 第３グループ、第５回会長・幹事会について 
2. ロータリー文庫について 
3. 奉仕室臨時ニュースレターについて 
4. 熊谷ＲＣより、古美術家宝展開催について 
5. 受贈会報 
   所沢ＲＣ 所沢中央ＲＣ 狭山ＲＣ 
   新狭山ＲＣ 所沢西ＲＣ  
6. 例会変更 
   入間ＲＣ 所沢ＲＣ 
 20日のフリーマーケット、ご協力ありがとうご
ざいました。昨年悔しい思いをしたのですが、そ

の分今年大盛況でした。 

 来週はガバナー補佐訪問、再来週がガバナー訪

問となっております。今日、ガバナー訪問日程表

と確認事項を配らせて頂きましたが、服装等注意

事項をよくご覧頂き、ガバナー訪問に備えて頂き

たいと思います。集合時間は、ガバナー補佐訪問

の時はいつも通り、ガバナー訪問の時は 11 時 45
分ということでお願い致します。発表する各委員

長につきましては、勉強しておいて頂きたいと思

います。 
 また、ガバナー入場の際は、立ち上がって拍手

でお迎えして頂き、退席する時はＳＡＡの方から

指示が出ると思いますので、よろしくお願い致し

ます。 
 
 
奥富会員挨拶 
私事ですが、10月20日、
安全功労者表彰総合大臣賞

受賞の祝賀会を行いまして、

約 90 名の方に参加して頂
き、御祝を頂きました。 
この賞につきましては、

今日のメンバーさんの中に

は、喜代川さんと前田病院さんには狭山市防火安

全協会の会員さんになって頂いておりますが、約

187 社の企業さんが参加し運営をしております。
私が入会したのが昭和 43 年、ちょうど 44 年間、
地域防災に携わり、微力ですが、こうしたことが

評価されました。しかし実際には私一人に与えら

れたものではなく、協会会員の皆様の協力があっ

て頂いたものだと祝賀会の席ではお話させて頂き

ました。 
当日は、若松会長さんと幹事の稲見さんにフリ

ーマーケットを中座して頂き、参加して頂きまし

た。本当にありがとうございました。また夜間例

会でいつも歌唱でお世話になりますボセス・ラテ

ィーナスさんも寶積先生からご紹介頂きまして、

非常に良かったという言葉を頂きました。次の日

には先生から電話を頂きまして、本当に楽しい時

間を過ごさせて頂きました。 
これからも、地域防災、少しでも狭山市の力に

なるよう頑張りたいと思います。来週は駅前でテ

ィッシュを配るといった小さなことも行いますが、

こうしたことが私たちに与えられたものかと思っ

ております。これからも宜しくお願い致します。 
 
 
 

  委員会報告    
親睦活動) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 益子委員長)

 11 月 20 日から一泊で旅行に行くことになって
おりますが、人数が変動しておりまして、30人に
まだ届かない状況です。来週、最終の確定人数と

致しますので、ご参加をよろしくお願い致します。 



社会奉仕) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 小島委員長)

 10 月 20 日に大生病院で行われましたフリーマ
ーケットで、売り上げ金額は 238,060円となりま
した。皆様のご協力、心より感謝申し上げます。 
ありがとうございました。 
 
職業奉仕) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 片山委員長)

 只今親睦の方から旅行の話がありましたが、そ

れに便乗致しまして、職業奉仕の一環として女川

町の蒲鉾工場｢高政｣の工場見学を予定しておりま

す。是非、皆さんの参加をよろしくお願いします。 
 
 
「会員卓話」・・・・・・・ 
「日本化する中国」    守屋昭夫会員 

先頃我が国の文芸雑誌｢B 紙｣に、中国人学者の
書いた｢中国化する日本｣という中国優位論が出て、

注目された。 
中国人は常々、自分達は世界一優秀な民族と言

っているが、先般あろうことか日本の丹羽大使ま

で「中華帝国に隷属すれば日本は将来も生きてい

ける」という主張をした。世も末かと思っていた

ところ、逆に｢日本化が止まらない中国｣という評

論が S紙に載ったので、この場を借りてご紹介す
る。 
中国では殆どの事象が｢日本化｣している。しか

も急速に日本の真似事が表面化している。例えば

欧米ブランド志向。ルイ・ヴィトンならば北京、

上海、広州などに旗艦店があり、アルマーニ（一

着数十万円する洋服）が売れ、家政婦までがルイ・

ヴィトンを抱えている。車は世界一高いランボル

ギーニが 300台近く売れた(日本では 5~6台)。 
また、日本のトレンディドラマの模倣が盛んだが、

先頃も｢１01 回目のプロポーズ｣のリメーク版が
作られ、武田鉄也が特別出演で招かれた。SMAP
が上海に行くとスタジアムが満員になる。日本の

武道館で AKB48（少女合唱団）の人気投票をする
と中国人が中継を熱烈に見たばかりか、特集号の

華字版が出た。 
中国の新聞スタンドに並ぶ婦人誌は殆どが日本

からの翻案。表紙が松嶋奈々子、小雪、広末涼子、

米倉涼子ときた。講談社はコミック、婦人誌、風

俗誌等、中国版契約のため北京に現地法人を置き、

日本人スタッフだけでも 6 人いる。しかしサザエ
さんのようなドラマは｢あり得ない話！｣と嫌われ

ているという。 
中国で一番有名な日本人は前都知事の石原慎太

郎、二番は小泉純一郎。この 2 人は意外にも人気
がある。自分の意見をはっきり言う人は好意を持

たれる。野田首相、玄葉外相は誰も知らない。例

の丹羽大使を知っている人もまずいないと言う。 
ところで日本女優の三傑は誰か？蒼井そら、飯

島愛、そして小沢マリアだという。全部 AV 女優
ではなはいか。五月末に福州市で蒼井そらのイベ

ントが行われた時は、大通りが交通渋滞となり人

で溢れたと言う。 
アニメ、漫画、日本の小説なども花盛り、その

第一人者は村上春樹、「ノルウェイの森」「1Q84」、
コスモポリタン性、孤独感が中国の若者に受けて

いるらしい。「ノルウェイに森はない」という疑似

作品まで出たと言う。次いで渡辺淳一で、本屋に

よっては渡辺淳一コーナーが備わって「日本文

豪！」となっているそうで、サイン会があったが、

600人の行列ができたと言う。 
歴史小説では日本の武将として信長、秀吉、家

康の順であるが、中国の順は逆で、信長は乱暴で

易姓革命の王のようだし、秀吉は謀略が得意で中

国人的で余り好まれず、しかし徳川家康は山岡荘

八｢徳川家康｣が全て翻訳され、ベストセラーとな

った。 
なぜ日本では嫌われ者の狸じじいがと思えるが、

理由は｢安定｣である。権力を握ると前の一族皆殺

しという易姓革命の国では、安定と長期政権は憧

れの的なのである。関連して言えば、日本の企業

は 200 年を超える老舗は 3000 社を超えるが、中
国では 150年の歴史的老舗は 5社しかなく、多く
は一代限り、集団企業でも 7~8 年であるそうだ。
戦乱が続いていたので、日本の鎌倉以来の「一所

懸命」の考えすらなく、所属企業(国家)への忠誠心
すらある筈もない。 
一人っ子政策と大学生の急増が中国の基本も変

えつつある。一人っ子は甘えん坊、競争心に乏し

く喧嘩に不慣れ、高学歴高収入、晩婚、拝金、刹

那主義、急に日本化した最大の要素がこれである。

結婚式はホテルか有名レストラン、式はなぜかキ

リスト教会、勿論キリストを信じないから日本と

同じ傾向がある。 
1989年天安門事件は、デモに参加した多くの若
者が殺戮され鎮圧されて終わったが、当時のデモ

の参加者たちは、今の中国は最高、西側より良い

と考えているらしい。当時の主役だったウァルカ

イシや王丹などは今、台湾に移住し大学などで教

鞭をとっているし、米国へ亡命した紫玲、李録の

2 人はファンドマネージャーに転身したという。
若い女性は金持ちの愛人か外国人を騙してパスポ

ートを入手したいと思っているという。ちなみに



※ 次の例会 第 2副 SAA 小島君 栗原(成)君 
１１月１３日(火)  11：45～15：30 

国際ロータリー第 2570地区 
       鈴木秀憲ガバナー公式訪問 

中国の一流大学卒業者の富豪を調べてみると、精

華大学は過去 30年間に 84人の巨富財閥を出した。
胡錦濤の息子を含めて、これらの財産は計 3000
億元。北京大学は 82人であるという。 
中国からの女子留学生が日本で合コンをし｢割

勘」と言われてびっくり仰天。これだけは日本化

していないとのこと。中国の巨大企業がアメリカ

へ進出してアメリカの企業買収を手掛けており、

米国の関係者は戦々恐々となっている。 
モラルの頽廃については日本発かどうか、むし

ろ相互に影響し合っているのだろうが、深刻にな

っている。 
上海では女性が｢キャリア｣を求めているが、こ

のところ愛煙家が急増しているという(以前は中
国女性の喫煙は売春婦と相場が決まっていた）。 
芸能人のスキャンダルも日本以上になった。中

国人女優トップの章子怡・32歳（チャンツィー）
は金銭的な男性スキャンダルがあまりに多く、人

気が急に下火になったという。例えば先般失脚し

た政治家、薄煕来(前重慶市党委書記)との密会だけ
でも 10回。場所は薄のスポンサーだった徐明氏の
別宅など。章は共産党高級幹部や大財閥も相手に

蓄財し、預金 7億元と言われている。 
以上余り日本化とも言えないようなことも多い

が、最近これはと注目されている事態が起きた。

中国人の感性とは相いれないような日本文化への

趣向がみられることである。例えば日本でも特異

な作家である三島由紀夫の主要な作品が翻訳され、

日本文化の深奥として静かに読み始められた等。

(例：「豊驍の海」全 4巻等） 
終わりに、誰が書いたか知らないが、中国人同

士の会話を一つ二つ。中国のコンビニで 
客 A「安いから中国製のカップメンを買ったよ」 
客 B「バカだな、死んだらどうするのだ」 
震災にあった中国人の会話の一つ 
「日本では災害があったら学校の体育館に避難す

るって！本当か？」(手抜き工事・倒壊の恐れ？） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
               

 
 
 
 
 
清水武信様  フリーマーケット 
若松会長   打ち上げ(慰労会)に･･･ 
若松君 先日はフリーマーケットへのご協力、あ

りがとうございました。来週は補佐訪問、

再来週はガバナー訪問です。よろしくお

願いします。 
稲見君 守屋パスト会長、今日のお話楽しみです。

20 日の社会奉仕委員会のフリーマーケ
ット、ご協力ありがとうございました。2
年分の大盛況でした。 

江原君 小澤パスト会長、パスト会長の時間よろ

しくお願い致します。守屋パスト会長、

会員卓話を楽しみにしています。 
    先週のフリーマーケット大盛況で本当に

良かったです。来年の用意今から準備考

えています。 
寳積君 守屋先生、卓話楽しみです。 
    先日のフリマー、ご協力ありがとうござ

いました。 
石川君 早退致します。 
小島君 10 月 20 日のフリーマーケット、ご協力

ありがとうございました。 
中谷君 守屋先生、卓話楽しみにしていました。 
    よろしくお願いします。 
奥富君 守屋先生、卓話よろしくお願いします。 
田中君 フリーマーケット、欠席しました。 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


