2015～16 年度 国際ロータリーテーマ
「 世界へのプレゼントになろう（ Be a gift to the world ）」
RI 会長 K.R.“ラビ”ラビンドラン
2015～16 年度 関ロータリークラブテーマ
「 ONE FOR ALL ，ALL FOR ONE 」
第 50 代会長 藤井 淳

第 2402 号
前例会の記録 第 2401 回 1 月 26 日（火）12：30
「刃物ミュージアム回廊整備事業について」
関市観光交流課 課長 永田千春様
◆開会点鐘
◆「四つのテスト」斉唱
◆会長挨拶 藤井淳
ヘリコバクターピロリ菌（以下ピ
ロリ菌）という名前を聞いたことが
あると思いますが、胃の粘膜に生息
しているラセン形をした細菌です。
ヘリコバクターの「ヘリコ」の意味
は、ラセン形（helicoid）から命名
されており、ヘリコプターの「ヘリ
コ」と同じ意味です。ピロリ菌の感
染経路は不明ですが、胃内に定着することから経口感
染すると考えられており、口-口および糞-口感染が想
定されています。保菌している親との小児期の濃密な
接触（離乳食の口移しなど）
、あるいは糞便に汚染さ
れた水（井戸水）
・食品を介した感染経路が有力視さ
れています。ピロリの感染は、慢性胃炎、胃潰瘍や十
二指腸潰瘍のみならず、胃癌や MALT リンパ腫やびま
ん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫などの発生に繋がる
ことが報告されている他、特発性血小板減少性紫斑病、
小児の鉄欠乏性貧血、慢性蕁麻疹などの胃外性疾患の
原因となることが明らかとなっています。国際がん研
究機関が発表している IARC 発がん性リスク一覧では、
グループ I（発がん性がある）に分類されています。
ただし疾患が現れるのは、保菌者の約 3 割程度であり、
残りの 7 割の人は持続感染しながらも症状が現れな
い健康保菌者（無症候キャリア）だと言われています。
ピロリの除菌療法の保険適用は、
平成 12 年 11 月に
「胃
潰瘍」と「十二指腸潰瘍」が対象となり、
「平成 22 年
6 月に胃 MALT リンパ腫」
、
「特発性血小板減少性紫斑
病」
、
「早期胃癌 ESD」に拡大されました。平成 25 年 1
月に厚生労働省の専門部会により、除菌によって胃炎

平成 28 年 2 月 2 日（火）
が改善するとの研究結果が確認されたことを受け、同
年 2 月には、胃潰瘍の前段階である「慢性胃炎」へも
拡大されました。保険診療の対象となっている除菌療
法は、カリウムイオン競合型アシッドブロッカー
(P-CAB)またはプロトンポンプ阻害薬 (PPI) と抗生
物質 2 剤（アモキシシリン (AMPC) + クラリスロマイ
シン (CAM)）を組み合わせた「(P-CAB or PPI) + AMPC
+ CAM」の 3 剤併用療法で、3 剤を通常の倍量 7 日間
服用します。これが一次除菌療法といわれるもので、
一次除菌に失敗した場合は、クラリスロマイシンをメ
トロニダゾール (MNZ) に変更した二次除菌療法が行
われます。それでも除菌できない場合は、保険適応外
で三次除菌療法も行われるようになりました。ピロリ
菌のチェックは、関市胃がんリスク検診でもできます
ので、一度ピロリ菌のチェックをし、陽性の場合は胃
癌になるリスクが高いので、除菌をすることを強くお
勧めいたします。
◆入会式
氏名：塚田浩孝 事業所：（株）ダイシン 代表取締役
職業分類:人材コンサルタント
生年月日：１９７２年６月５日 ４３歳

◆委員会報告
◎出席委員会 副委員長 岩倉宏幸
会員 47 名中 出席 23 名 出席率 52.27％
◎ニコボックス委員会 委員 西本理美
会長・副会長・幹事の皆さん・・・塚田さん、ご入会お
めでとうございます。以後、よろしくお願い致します。
本日の卓話、永田課長様、刃物ミュージアム回廊整備
事業は関市の観光において重要であり、私どもも大変
期待しております。
山村、酒井、長尾、西本の皆さん・・・本日の卓話は関
市観光交流課長の永田千春様に今関市がすすめてい
る「刃物ミュージアム回廊整備事業」についてお話い
ただきます。商工会議所、刃物工業会、西商工会、東
商工会にとっても期待の構想です。
「五郎丸ポーズ」
にあやかり、今が進む時です。よろしくお願いします。
杉浦、清水（善）、酒井、後藤の皆さん・・・今、無事に
入会インフォメーションが終わり、塚田浩孝さんが入会さ
れます。大変優秀な会員が増えて喜んでおります。永い
付き合いになります。よろしくお願い致します。
林昇さん・・・12 月にご報告致しましたが、青協建設後
藤さんをはじめ多くのロータリー関係者のご協力で住居
兼店舗がこの週末オープンとなります。プロタイムズ関店
三輪塗装の看板が目印です。地元田原産のイチゴと協
力会社の株式会社フジヨシ山谷さんとのコラボ企画でお
迎えいたしますので皆さんお誘いの上ご来店ください。
山村誠示さん・・・バースデーカードをありがとうござい
ました。
杉浦孝志さん・・・本日のバースデーにバースデーカ
ード送付いただきありがとうございました。高齢者の
仲間入りをして、はや、２年が過ぎました。
◆「刃物ミュージアム回廊整備事業について」
関市観光交流課 課長 永田千春様
鎌倉時代の刀鍛冶から近代の刃物
産業まで、その技術を継承しながら発
展を続け、今では刃物製品出荷額で
国内トップのシェアを誇る関市。この
関市の刃物の歴史や文化、技術を受
発信するとともに、刃物を中心とした地
場産業の生産者と消費者との交流を
促す、市民や関市を訪れた方々に
「刃物のまち・関市」を体感していただ
けるような「関市の顔」となる産業と観光の拠点づくりの実現
をめざして、岐阜県刃物会館や関鍛冶伝承館、濃州関所
茶屋、春日神社、フェザーミュージアムなどの刃物関連資
源が集積するエリアの整備を推進する事業が「刃物ミュー
ジアム回廊整備事業」でございます。「刃物ミュージアム回
廊整備事業」においては、刃物関連資源が集積する関市
平和通周辺を「刃物ミュージアム回廊」と銘打ち、『「人・も
の・情報」が集まり関市のまちを楽しむことができる回廊』、
『刃物が生み出す暮らしの文化を伝える複合拠点』をコン
セプトとして、刃物の歴史や関市の本物の刃物・自然・文化
に触れて散策することができ、人的交流が促進され、何度
も訪れたいと思える「刃物の聖地」ともいえる場所にすること
をめざします。そのために、この場所を訪れた皆様の「つく
る・買う・食べる・学ぶ・見る」という五感を満たす空間づくり
を進めてまいります。コンセプトを具現化するために現在検

討を進めている主な整備内容としましては、刃物製品の展
示即売機能に加えて観光案内所や多目的ホールを備える
新たな刃物会館のほか、刃物の修理や来訪者が刃物づく
りを体験できるような工房、飲食を楽しむことができるレスト
ラン施設、関市の特産品・土産品の物販施設、来訪者の回
遊を促進するためにそれらの施設やスペースをつなぐ回
廊やイベントステージを併設して休憩もできるような広場、
回廊内で自然を体感しながら散策していただくための関川
桜並木及び遊歩道の再整備などがあります。集積する刃
物関連資源（既存施設）の活用と新機能の充実を効果的に
組み合わせて進めていく予定の回廊整備においては、民
間事業者の知見やノウハウを有効活用するために、プロポ
ーザル方式によってより具体的な整備内容を募集・選定す
ることを検討しておりますが、市民並びに各種関係団体の
皆様からのご意見やアイデアも頂戴することで、まさにオー
ル関の体制で刃物を核にした関市の観光と産業の振興を
図ってまいりたいと考えております。関市では、昨年３月２
日に小瀬鵜飼が岐阜市長良の鵜飼と併せて「長良川の鵜
飼漁の技術」として国の重要無形民俗文化財に指定された
ほか、１２月には「清流長良川の鮎」が世界農業遺産に認
定されるなど、国内外に対するＰＲ効果が大きな快挙が続
きました。関市としましては、これらの関市が誇る文化財や
天然資源を確実に後世に継承していくと共に、観光行政の
観点からは大きな訴求力を持つ観光資源としても益々磨き
をかけていくことが肝要であると認識しております。そのほ
かにも、昨年中には、関市が「日本一の刃物のまち」である
ことを日本にとどまらず世界に対して発信することを目的と
して、１０月に動画配信チャンネル Youtube にて公開した関
市ＰＲムービー「もしものハナシ」が、「もしもこの世に刃物が
なかったら」という設定で苦心する人々を描く斬新なつくり
で大反響を呼びました。また、透明度が高く美しい風景が
フランスの画家であるクロード・モネの名画「睡蓮」に似てい
ることから「モネの池」と呼ばれて話題となった板取白谷地
区にある「名もなき池」や、体の正面で手を組む印相がラグ
ビーワールドカップ日本代表の五郎丸選手のルーティンポ
ーズに似ていることで話題となった関善光寺の「宝冠大日
如来」と併せて、テレビや新聞などの各種メディアで数多く
取り上げていただけたことにより、関市を大いにＰＲすること
ができたと推察しております。「刃物ミュージアム回廊整備
事業」の計画的な推進に加えて、本年も関市が日本全国・
世界から注目され、多くの観光客に関市にお越しいただき、
関市の地域経済の活性化に繋がるような観光施策を展開
してまいる所存でございます。関ロータリークラブの皆様に
おかれましては、引き続き、関市観光行政の推進に格別の
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
◆幹事報告
◎２月の例会予定表配布
次例会のご案内
2 月 9 日(火)12：30
「新会員スピーチ」
西田泰幸さん・塚田浩孝さん
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

例 会：毎週火曜日 12：30（第 3 週は水曜日に 18：30）
例会場：岐阜県関市本町 6-20 大垣共立銀行関支店2Ｆ
事務局：岐阜県関市平和通 7-10-25 アメリア

