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　和歌山県立医大は治療が難しいとされるすい臓がんについて、患者から細胞を取り出し免疫力
を高めたうえで体内に戻す免疫療法の治験を始めると発表しました。
　新たな治験を始めるのは、和歌山県立医大の山上裕機（やまうえ・ひろき）教授らのグループで、
その治療法は、すい臓がんの患者の血液から免疫細胞の一種である樹状細胞（じゅじょうさいぼ
う）を取り出し、活発に働くよう操作をした上で、患者の体内に戻すというものです。体内で樹

状細胞は患者の免疫システムに対しがん細胞を攻撃するよう働きかけるということで、その効果が長期間続くこ
とが期待されています。
　すい臓がんは、がんの中でも治療が難しいとされていて新たな治験は来年から全国約２０の医療機関と協力し
て始められ２０２３年の保険適用を目指すということです。
　私の祖父もすい臓がんで亡くなりました。これからのがん治療に期待します。

・国際ロータリー日本事務局よりロータリーレート変更のお知らせが届いております。
　１２月より１ドル１０６円に変更となります。（１１月１０２円）
・ガバナー事務所より米山奨学事業講演会および米山奨学生クリスマス会のご案内
　日時　１２月１６日（金）　 場所　ホテルきららリゾート関空
　参加ご希望の方は事務局までお知らせ下さい。

・こばと学園だよりが届いております。………………………………………………………………………………回覧

会 長 報 告� 上中　崇司  会長

幹 事 報 告� 樫畑　友洋  幹事

　先般の理事会で和歌山放送のチャリティミュージックソンへの協賛が決定しましたので、上中
会長から西本会員にお渡し頂きます。

委 員 会 報 告
社会奉仕委員会 � 亀田　直紀 委員長

　私ども和歌山放送は31
年間、県下の目や体の不
自由な方へ「音の出る信
号機」を設置する活動を
しております。本日皆様
より温かい浄財をいただ
きましたので大切に使わ
せていただきます。あり
がとうございました。

内畑　瑛造さん

笹島　良雄さん

古屋　光英さん

皆出席表彰西本亨会員よりお礼の御挨拶



1 真実かどうか

 2 みんなに公平か

　和歌山東ロータリークラブの皆さま初めま
して。小川航空の下田と申します。
　本日はこのような機会を与えて頂き誠にあ
りがとうございました。
　私は戦闘機のパイロットになりたくて航空
自衛隊に入隊いたしましたが身体的理由で

戦闘機のパイロットにはなれず戦闘機及び輸送機の整備並び
に整備教官の職務についておりました。
　職務がら転勤も多く、気が付いたら結婚して11年目には全
国ネットで８回もの引っ越しを経験しておりました。家族は大
変だっただろうと思います
　自衛隊時の思い出としては北海道千歳基地におけるＦ15
戦闘機の新規導入受入を担当しましたが念願の戦闘機に数
回、パイロットとしてではなく整備幹部として搭乗する機会も
あり音速の世界も経験致しました。
　また、前天皇が崩御され大喪の礼が執り行われたときは成
田、羽田間の外国要人の輸送機による空輸をエンジニアとし
て担当いたしました。
　そんな関係でコクピットで勤務する機会も多くなりパイロット
になりたいという夢を捨てきれず子供も３人いる中、自衛隊
を退職して単身渡米、ヘリコプターのライセンスを取得し、現
在に至っております。
　現在は今の会社でヘリコプターの機長及び操縦技能審査
員として、ライセンスを取得する人のための操縦訓練、会社
で勤務する機長の審査をはじめＴＶ番組制作ＶＴＲ撮影等、
国内随所を飛んでおります。
　ヘリコプターのパイロットになったのは非常に遅かったので
すが現在7220時間の飛行時間に達し、まだまだ健康上の問
題がない限り飛び続けようと考えている次第です
　このように私はたんなる飛行機馬鹿でこの程度の経験しかし
ておらず皆様の前でお話しできるような知識及び教養もあいに
く持ち合わせておりません。
　従いまして今日はヘリ馬鹿によるヘリコプターに関する雑学
的な内容をお話しできればと思いますのでお付き合い方、宜
しくお願い致します。

＜�卓�話�内�容�＞
１．自己紹介
　氏　名：下田徹郎
　生　れ：鹿児島
　現住所：和歌山県岩出市
　経　歴：①航空自衛隊戦闘機及び輸送機の整備（19年）
　　　　　②現職 小川航空株式会社
　　　　　　新規事業開発室長 兼 安全推進室室長
　　　　　③飛行時間、７２２０時間

２．小川航空株式会社について
　所在地：大阪市此花区北港緑地２－１－１
　代表者：代表取締役　小川正勝
　業務内容：①ヘリコプターの修理整備、格納、自家用機の受

託運航
　　　　　②航空機使用事業（写真撮影・テレビ番組ＶＴＲ

撮影・ライセンス取得操縦訓練等）
　　　　　③航空運送事業（遊覧飛行、人員物資輸送＜患

者輸送含む＞）

３．ヘリコプターの代表的機種

４．ヘリコプターの歴史
①15世紀：レオナルド・ダ・ヴィンチが研究
　（1903年：ライト兄弟飛行機による

有人動力飛行成功）※参考
②1907年：フランスのモーリス・レ

ジェ初の有人浮遊
③1940年代：実用化

④1950～60年代：現在のような形状
⑤1953年：国内導入

５．ヘリコプターの飛行原理等
ベルヌイの定理
<流速が早くなると気圧は低下し、遅くなると気圧は高くなる>
①紙の上面に息を吹きかけることにより流速を作る
②紙の上面と下面を比較すると上面は空気流が早く、下面は
　遅い。

卓 話「ヘリコプター雑学」� 小川航空㈱新規事業開発室長兼安全推進室長　下田　徹郎さん

ロビンソン式Ｒ２２型
搭乗人数（操縦士含む）：２名
巡航速度：約１６０Ｋｍ／Ｈ
航続距離：約４５０Ｋｍ
主な用途：訓練、写真撮影等

アエロスパシアル式ＡＳ３５０型
搭乗人数（操縦士含む）：６名
巡航速度：約２１０Ｋｍ／Ｈ
航続距離：約６５０Ｋｍ
主な用途：映像撮影、人員・物資輸送等

アエロスパシアル式ＡＳ３５５型
搭乗人数（操縦士含む）：６名
巡航速度：約２１０Ｋｍ／Ｈ
航続距離：約６５０Ｋｍ
主な用途：報道、人員・患者輸送等

ロビンソン式Ｒ４４型
搭乗人数（操縦士含む）：４名
巡航速度：約１９０Ｋｍ／Ｈ
航続距離：約６００Ｋｍ
主な用途：写真撮影、遊覧飛行、人員輸送等

ユーロコプター式ＥＣ１２０型
搭乗人数（操縦士含む）：５名
巡航速度：約２００Ｋｍ／Ｈ
航続距離：約６００Ｋｍ
主な用途：人員・物資輸送等

アグスタ式Ａ１０９Ｅ型
搭乗人数（操縦士含む）：８名
巡航速度：約２７０Ｋｍ／Ｈ
航続距離：約８５０Ｋｍ
主な用途：警察、ドクターヘリ、人員輸送等
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③結果、上面の気圧は低下し、下面より低いため紙は下面の
　気圧に押し上げられる。

　飛行機の翼及びヘリコプターの回転翼にも同じような力が
発生し翼の上面と下面とで流速を違えることで揚力（機体を持
ち上げる力）が発生する

６．ライセンスについて
　※有効期限の設定はない（更新もない）

（１）業務内容による区分
　　①自家用ライセンス（クラブ等で趣味で飛行、自家用機を
　　　購入して飛行）
　　②事業用ライセンス（操縦することにより報酬を得ること
　　　ができる※）
　　　※最初に自家用を取得して機長としての飛行経験が受
　　　　験には必要
　　　※機体が事業機、自家用機には関係なし

（２）エンジンの型式及びエンジンの数による区分
　　①単発ピストンエンジン　②単発タービンエンジン
　　③多発タービンエンジン

（３）最大離陸重量による区分
　　最大離陸重量が 3,175Kgを超えるヘリコプターはヘリコ
　　プターの型式毎

（４）降着装置の種類による区分
　　①陸上用降着装置
　　②水上用降着装置（フロート装着機）

７．その他飛行に必要な資格及び条件
（１）無線免許（永久免許）
　　①航空特殊無線技士（自家用、使用事業目的）
　　②航空無線通信士（運送事業目的）

（２）航空身体検査証明書（国土交通大臣が指定した指定医が
　　実施できる。）
　　①第２種：自家用ライセンス
　　　（４０歳以未満：５年、４０～５０歳未満：２年、　
　　　  ５０歳以上：１年）
　　②第１種：事業用ライセンス
　　　（旅客を運送する運送事業の場合：４０歳未満：１年、
　　　  ４０歳以上：６ヶ月）
　　　 （旅客以外の運送事業（貨物）：６０歳未満：１年、　
　　　  ６０歳以上：６ヶ月）
　　　 （運送事業に該当しない場合「訓練・写真撮影等」：
　　　  年齢に関係なく１年）

（３）機長として飛行するために必要な資格
　　①審査員による特定技能審査に合格しなければならない
　　　（２年に１回）
　　②事業会社の業務は機長定期審査に合格しなければな
　　　らない（１年に１回）

８．空から見た景色

　とりとめもない話でありましたが和歌山東ロータリークラブ
の益々のご発展と皆様のご健勝を祈念いたしまして話を終り
たいと思います。
　ご清聴ありがとうございました。

2016～2017年度　第10回理事役員会議事録 日時　平成２８年12月8日（木）　１３：４０～
場所　ダイワロイネットホテル和歌山４階

▼議　題
①退会者承認について
　11月25日に提出された岸裏廣澄会員の退

会届が受理された。
②わかやま新報　年始広告について
　例年どおり掲載することが全会一致で承

認された。
③「障害児者家族のつながりを広める文

化祭」への寄付について
　寄付はしないことで同意された。

▼報告事項
①松本空港Ｒ.Ｃ.創立30周年記念式典出席の事業報告
　事業報告書・決算書をもとに佐藤委員長から説明された。また、先方か

ら中間地（名古屋・京都など）での交流について意見が出ていることにつ
いても報告された。

②和歌山市内9Ｒ.Ｃ.インターシティミーティングへの出席について
　現時点での出欠状況について樫畑幹事より報告された。
③本町公園の植樹、埋蔵物の撤去について
　和歌山市下水道部から依頼があった植樹と埋蔵物の一部撤去について了

承することが報告された。
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　１２月１０日（土）１０時より、同園の同庭
で開催されました。
　当日は全くの快晴で師走と思えぬ暖かい天
候となりました。
　園児は次々と出来るお餅又ぜんざいに舌鼓
をうち、そして笑顔笑顔のオンパレードでし
た。児童によっては大きな声で「有難う御座
いました」と出席ロータリアンに言ってくれ
たりして感ずる事多いものがありました。
　今年はノロウィルス流行の懸念から餅には食する際熱を通して欲しい、又黄粉
餅を中止する等がありました。
　尚、当東ロータリークラブからの餅代の贈呈の際に、同園の森本園長さんと「秋
のみかん狩り」「夏祭り」等の反省会も行いました。

当日の出席者（敬称略） 上中、樫畑、樫畑ご子息、吉田、亀田、笹島、乾　…御苦労様でした。…

ありがとうございました
山本　進三さん 下田さま、本日はお忙しい中、ようこそ和歌山東Ｒ．Ｃ．の例会におこしいただきました。卓話よろし

くお願い致します。
赤井　雅哉さん 下田様、本日の卓話よろしくお願いします。
上中　崇司さん 下田様、本日はまことにありがとうございます。
樫畑　友洋さん 下田さん、本日は卓話よろしくお願いいたします。
後　　亮　さん 体調管理をしっかり行わないといけないと痛感させられる出来事がありました。

（皆出席表彰）
内畑　瑛造さん 皆様のお蔭で４４年間皆出席出来ありがとうございました。
笹島　良雄さん 皆出席祝いを賜り有難う御座いました。
古屋　光英さん １年皆出席表彰

本日の累計　23,000円（計8名8件）　〔お誕生日お祝い　242,000円　皆出席表彰　25,000円　その他　535,494円　累計　802,494円〕

にこにこ箱

こばと学園お餅つき会 青少年奉仕委員長
乾　敦雄社会奉仕活動

出席報告 会員数 44名（内出席規定適用免除会員13名）

山本　進三 出席委員長
12月８日（本　日） 32名/39名 82.1%
11月24日（メーキャップ後） 33名/39名 84.6% 皆さん、出席してください。

■卓話「権力の学問（エリートの人間学）」　
㈱ウチハタ営業部長　土橋　義紀さん

■お誕生日お祝い
　角谷　芳伸さん  12月12日　   乾　　敦雄さん  12月16日
　竹村　克治さん  12月19日　   山野　武彦さん  12月26日

■ピアノ演奏 中井　利枝さん
想い出のクリスマス（スティーヴィー・ワンダー）
サイレント・イヴ（辛島　美登里）

■卓話「ヘリコプター雑学」　
小川航空㈱新規事業開発室長兼ねて安全推進室長　下田　徹郎さん

■ロータリーソング� 山本　進三　ソング委員長
「四つのテスト」

■クリスマス家族会

本日の例会� 12月15日(木）

前回の例会� 12月８日(木）

次回の例会� 12月22日(木）18：30〜 於ダイワロイネットホテル4Ｆ


