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理事長ご挨拶 
一般社団法人生命科学文化推進機構 

理事長 早川あけみ 

 

 令和２年にあたり⼀般社団法⼈⽣命科学⽂化推
進機構代表としてご挨拶を申し上げます。  
 この度、幸いにして⽣命科学⽂化推進機構（ラ
イサ）はニュースレター第６号を発刊することと
なり、関係者の皆様に⼼より感謝申し上げます。 
 さて、新型コロナウイルスによる影響は想定外
の出来事に世界中がコロナショックの拡⼤影響に
苦渋しています。国内でも今後の市場経済を下押
しするリスクの発⽣が懸念され、感染拡⼤の早期
収束と経済の先⾏きを払拭する対策を政治家や関
係部署が全⼒で取り組む事を願うばかりですが、
先ずは社会⽣活を担う我々⼀⼈⼀⼈が変異するウ
イルス、病原菌から感染症の防御対策となる知識
を⾃ら得て意識⾏動する事が重要だとも思われま
す。このような情況下で第８回健康⽂化フォーラ
ムが９⽉に開催予定となり、⽇本⼤学医学部教授
櫻井裕幸先⽣並びに名古屋⼤学医学部付属病院教
授⽔野正明先⽣の講演会が通常の市⺠⽣活が戻り
、皆様にご案内とご参加が叶いますよう願望いた
します。 
 ところで⼈⽣１００年時代に関⼼がそそがれて
いますが厚⽣労働書資料によれば「平均寿命」は
男性が８１歳、⼥性が８７歳となり、元気で⾃⽴
して過ごせる期間「健康寿命」は男性が７２歳で
⼥性が７４歳となります。今後はいかに健康寿命
を伸ばす事が重要であり⼈⽣１００年時代は、そ

う遠くない未来かもしれません。⻑い⼈⽣を謳歌
するにはいつまでも健康でいることですが、それ
には⾁体的や精神的な要因が深く関与するため、
アンチエイジング（抗加齢医学）に関する分野を
拡充することでもあります。 
 さて、当法⼈は⼭⼝事務所に併設されたライサ
研究所をベースに共同研究や企業とのマッチング
が始動しており、設⽴１０周年に向け、科学と⽂
化の融合による成果を得られますよう、勢⼒的に
推進して参りたく存じます。 
今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう宜しくお
願い申し上げます。 

 令和 2年 2月吉日 

 

-*--*--*---*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*- 

新評議員就任ご挨拶 
弁護士 加藤英男 

この度は、評議員就任をお許し頂きまして、誠に

ありがとうございます。 

私は、中学・高校時代、物理や生物が大好きでし

た。高３で、難解な微積分に疲れ、気晴らしに注力

した文系科目に現れた成果が著しく、嬉しくて、そ

のまま文系に転向しました。 

その後、すっかり科学とは縁のない生活を続けて

いましたが、あるとき、弁護士として、熱力学や精

神医学に関する事件を担当し、少年時代のわくわく

した思いが甦りました。 

弁護士の業務は人間の情が激しく衝突する局面が

多く、それら事件を担当する以前は、日々激しい疲

労感に襲われていました。それが、その後、初心に

返ったように、業務が

楽しくなりました。お

かげさまで、現在もそ

れが続いています。 

 生命科学文化推進機

構では、科学の不思

議、素晴らしさに触れ

た誰もが抱くわくわく

した気持ちを、より多

くの人々が味わえるよ

う、微力を尽くさせて

頂きたいと思っております。 

 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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なつめ薬局 薬剤師 藤田恵美子
 
 昨年 1月に早川先生からご連絡をいただき、ライ

サについてのお話を聞かせていただきました。何年

か振りの早川先生との再会で、益々勢力的にご活躍

されておられ、私も早川先生のパワーをいただきた

いと評議員として参加させていただくことにしまし

た。 

 私は名古屋市立大学薬学部、修士過程修了後、同

大学医学部博士課程在学中に名古屋大学医学部の早

川先生と出会いました。 

 その後、結婚、三人の男児出産、育児後、調剤薬

局勤務し、2020 年 1 月に三重県津市にて薬膳カフェ

併設調剤薬局、『なつめ薬局 cafe 薬食同源』をオ

ープンしました。 

 医薬分業されたのに、世の中は門前薬局ばかり

で、忙しい薬局ではあまりゆっくり患者さんの話を

聞くことができません。その一方で、一人暮らしの

お年寄り、またメンタルを患った患者さんはどんど

ん増えています。また、沢山のクリニックに通い、

ポリファーマシーの問題も沢山目にしました。 

 薬剤師として、きちんと患者さんの話を聞くこと

ができ、また処方元のドクターに堂々と連絡が取れ

る薬局をと思い、開業するなら面の調剤薬局をした

いと思うようになりました。 

 前に勤めていた薬局で、介護保険が使えない位の

お元気なお年寄りやメンタルの患者さんたちの行き

場がないことが気になりました。 

 ご主人が亡くなり、する事がなくておかしくなる

とメンタルクリニックを受診されるおばあちゃんが

います。1日中不安で抗不安薬を何度も服用し、ふ

らふらになったこともありました。薬は半錠にし

て、「絶対 1日 6

回まで！」と書い

てチャック式袋に

入れてお渡しした

ところ、きちんと

守ってくださり、

色々とお話をして

いるうちに段々と

明るくなり今では

やりたい事が沢山

できたそうです。

そして、当薬局を

オープンしてから

も週に 2回程漢方

茶を飲みに来てく

れています。 

身体は元気だけど行き場のない方達にもふらっと薬

局に寄ってもらえたらとカフェ併設の薬局をするこ

とに決めました。 

 当薬局では管理栄養士と共にメニューを考え、薬

膳茶、薬膳スイーツを提供させていただいておりま

す。 

 オープン 2ヶ月でまだまだ処方箋の数も少ないの

で今後徐々にでも頼っていたただける薬局として機

能していけたらなと思っています。 

 そして、ライサのメンバーの方々との交流により

色々な知識をいただき、また社会に貢献できるよう

これから更なる努力をしていきたいです。今後とも

どうぞよろしくお願いいたします。 

-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-*-*- 

第 7 回健康文化フォーラムより 
特別寄稿 1 

「顔、⼿⾜の⽪膚癌の⾒分け⽅」 

〜この⿊いものは癌ですか〜 

                      愛知医科⼤学名誉教授 当法⼈理事  松本義也 

 

 細胞が増植して腫瘍をつくるが、発育速度が遅
く、組織を破壊したり転移したりしないものを良性
腫瘍という。発育速度が速く、組織を破壊し転移す
るものが悪性腫瘍である。⿊い腫瘍の悪性⿊⾊腫は
予後（経過）が悪いことがあり、常に正しい診断と
鑑別が⼤切である。 

 診断には、まずは診ること、さらに約１０倍でみ
る拡⼤鏡のダーマスコピーにて腫瘍表⾯の特徴を観
察すること、最終的に診断の確定には⽪膚を⼀部取
り（⽣検）病理組織診断が必要となる。                                     
顔顔⾯の⿊い腫瘍で良性のものに脂漏性⾓化症（⽼

⼈性疣贅、⽼⼈イボ）、⾊素性⺟斑（⺟斑細胞⺟
斑、ほくろ）がある。脂漏性⾓化症は中⾼年に好発
し、⽪膚の⽼化に伴い加齢とともに増加する。⽼⼈
性⾊素斑（シミ）から隆起してくるものが多い。腫
瘍は⿊〜茶褐⾊で⾓化性の粒々状のものが多く、⽪
膚⾯は粘⼟細⼯を貼りつけたような外観である。治
療は、液体窒素による冷凍凝固法などが⾏われる。 
⾊素性⺟斑は、未分化なメラノサイト系細胞の⺟斑
細胞の増殖による。先天性のものは出⽣時に存在
し、極⼩さいものから巨⼤なものまであり、形が不
整のことがある。後天性のものは、３−４歳頃から
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⽣じ、次第に増加、⼤きくなるが、20〜30 歳代にピ
ークがあり、径が６mm 以下で対称形を⽰す。 

 ⿊い悪性腫瘍の基底細胞癌は⾼齢者の顔⾯正中部
に好発する。局所破壊性だが、転移は稀で⽣命予後
は良好。表⾯は⿊褐⾊蝋様光沢をもち、潰瘍を伴う
ことも特徴である。治療は３〜５mm 離して外科的切
除である。 

 悪性の悪性⿊⾊腫は、顔⾯、⼿⾜に多く、全⾝に
も⽣じうる。悪性⿊⾊腫は⾊素細胞の悪性化した腫
瘍であり、転移が⽣じやすく悪性度が⾼い。１０歳
以降に⽣じ、その後急速に増⼤する。治療は早期発
⾒、早期外科的切除が⼤原則である。早期の場合
（腫瘍の厚さ１mm 以下）では、5 年⽣存率はほぼ
100 %である。近年は免疫チェックポイント阻害薬
や分⼦標的薬の有効性が⽰されている。 

 顔や⼿⾜に⽣じやすい良性の⾊素性⺟斑と悪性の
悪性⿊⾊腫との鑑別は特に重要である。悪性
⿊⾊腫の発⽣は１０歳以下ではきわめて稀で
あり、学童期から⽣じる後天性⾊素性⺟斑と
の鑑別が必要となる。 

 悪性⿊⾊腫を疑う「診断に役⽴つ診断基準
の ABCDE」（図１）として、 A; Asymmetry 

⾮対称性形状・不規則形、B; Borderline 

irregularity 境界不鮮明、C； Color 

variegation 多彩な⾊調、D; Diameter 

enlargement 直径６mm 以上の拡⼤傾向、E; 

Evolution 性状の変化がある。特に D の直径
６mm を超え拡⼤傾向のあるものは注意が必要
である。鉛筆の直径が７mm であり、常⽇頃鉛
筆で注意して計ることも⼤切である。よっ
て、１０歳以降に⽣じた⿊い班が６mm を超え
て⼤きくなってきた時にはすぐに⽪膚科専⾨
医への受診が必要である。 

 ６mm 以下の初期の悪性⿊⾊腫と⾊素性⺟斑との区
別にダーマスコピーが有⽤である。悪性⿊⾊腫は多
彩な⾊調があり、形の不規則などが参考となる。も
し可能なら切除し病理学的診断を⾏う。 

 よくみられる⼿掌や⾜底の悪性⿊⾊腫の早期診断
にはダーマスコピーが最も有効である。掌蹠では、
他の部位と異なり⽪溝と⽪丘が平⾏に存在して、そ
れぞれ表⽪突起が張り出している。良性の⾊素性⺟
斑では、⽪膚表⾯の⽪溝部に⾊素沈着が⽬⽴つ（⽪
溝平⾏パターン）、⼀⽅、悪性⿊⾊腫の早期病変は
⽪丘部に⾊素沈着が⽬⽴つ（⽪丘平⾏パターン）と
いう特徴がある。 

 疑わしい⿊い腫瘍が顔、⼿⾜を含めて全⾝にみら
れた時には⽪膚科専⾨医を受診され、早期に正しい
診断と適切な治療を受けられることが⼤切です。 

 

図 1 

-------------------------------------------------------------------------- 

特別寄稿 2 
「咳、息切れ、にひそむ病気について」 

～呼吸器内科開業医の診療の実態～ 
医療法人たけうちクリニック院長  竹内正行 

 
• 咳、息切れに潜む病気という演題で呼吸器内科医

として⼀開業医がどのような考え⽅で、また限ら
れた検査で病態を解析しているのかをお話しまし
た。 

• はじめに咳という現象がおこるメカニズムについ
て反射的咳嗽、随意的咳嗽、のどの異常刺激によ
るその他の咳嗽があり、それらが単独もしくは複
合して咳がおこるということを模式図とともに解
説しました。また気道に⼊ってほしくないものを
追い出す反応に対してはむやみに咳⽌めでおさえ

るようなことはしてはいけないということ、また
そのためには咳の原因を鑑別する必要があり、そ
の考え⽅についてお話しました。 

• ⼤体３週間位を境に急性期の咳嗽と慢性期の咳嗽
にわけて考えます。その理由として咳嗽の時間的
経過によって原因疾患の割合が変わっているため
で、急性期の咳嗽はほとんどが感染によるもので
あり、またその⼤部分はウイルス性です。その際
安易に抗⽣剤を使⽤すべきではなく、咽頭所⾒や
様々な⾝体所⾒を総合的に判断して細菌性感染も
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しくは⾮定型肺炎などを推測して適切な抗⽣剤使
⽤を⼼がけています。また咽頭所⾒などから緊急
性のある病気が隠れており、その場合は速やかに
⼊院ができる病院を紹介させてもらうこともある
ということをお話しました。 

• ３週間以上経過する咳には副⿐腔気管⽀症候群、
咳喘息、アトピー咳咳嗽、逆流性⾷道炎、遷延す
る感染後咳嗽などの可能性が⾼くなるため、それ
らに対する治療を試みることになるのですが、し
ばしばそれらが複合して起こっている場合がある
ということをお話ししました。 

• それから咳の原因になる病気の各論をお話しまし
た。まずは感染によるもの、先に急性期の咳嗽で
もお話したのですが、その他の原因菌として結核
や⾮結核性抗酸菌症というものがあり、結核につ
いていえば⽇本は戦後急速に減少したものの、こ
こしばらくは緩やかな減少にとどまり、世界的に
は中蔓延国でありまだ誰でも感染しうる状態であ
ることをお話しました。 

• それから COPD は喫煙と強く関連する病態であ
り、世界的には死因の第３位にランクされてお
り、⽇本でも潜在的患者数はまだ増える可能性が
あるという話をしました。また気管⽀喘息に関し
ては吸⼊ステロイドの普及により喘息死は激減し
たものの１割位にみられる難治性喘息が存在する
ことをお話ししました。その他びまん性汎細気管
⽀炎、気管⽀拡張症、胃⾷道逆流症、間質性肺

炎、肺がん、気道内異物、誤嚥、睡眠時無呼吸症
候群、薬物なども咳の原因となり、その病態につ
いてそれぞれ現在の⾒解をお話しました。 

• 呼吸器特有の検査としてスパイロメトリー、⾼周
波オシレーション法、呼気 NO 測定といった検査
があり、COPD や喘息の鑑別に使⽤する検査で
我々呼吸器内科医はその検査結果をどのように解
析し、病態の把握、コントロールに役⽴てている
かお話しました。また喫煙は呼吸器系の疾患およ
び悪性腫瘍などと関連性が強いことが科学的に実
証されており、禁煙指導についてもお話しまし
た。咳は時として時間的、空間的変動があるため
⼗分な問診を必要とし、またその原因も多臓器疾
患と関連する場合は他科との連携を頭に⼊れて診
療しています。COPD や喘息など⻑期管理を必要
とする病気は⽣活習慣病の側⾯もあり、薬物治療
のみでなく、禁煙指導や呼吸リハビリ、肺炎球菌
ワクチンやインフルエンザワクチンの接種も増悪
の予防⼿段となります。 

• 最後のメッセージとして３週間以上続く原因不明
の咳については是⾮呼吸器内科を受診してくださ
い。 

• がん検診なども有効に使って、早期発見・早期治

療を！ 
 
国立がん研究センターがん情報サービス 
https://ganjoho.jp/public/index.html 

 

-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*- 
 

ライサコラム 
 
 
 

ライサ会員 伊豫⽥ゆかり 
 

はじめまして。猫を愛する介護福祉⼠の伊豫⽥と
申します。 
 縁あって早川先⽣と知り合い、ライサ会員に⼊会
させていただきました。コラムを依頼された時正直
何を書いたらよいか悩み、締め切りギリギリになっ
てしまいました。介護というと、介護保険料や、実
際介護を受けるまでまだまだと思う⽅もいらっしゃ
るかもしれませんし、実際使っていらっしゃる⽅も
いると思います。ですが、介護ってよくわからない
って声もたくさん聞かれます。介護福祉⼠と名のつ
いた専⾨の⽅々でも、あまり詳しくない⽅も多いか
と思われます。（語弊があったらごめんなさい）。 

 わからない事や
⼼配なことなど、
ヘルパー事業所、
ケアマネさんへの
不満があれば、そ
の地域の管轄して
いる、「いきいき
⽀援センター」に
相談に⾏ってみる
と良いですよ。社
会が刻々と変化し
ている介護業界

会員でつなぐ 
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で、マニュアル化されて⾏く世の中、嫌な思いをし
て過ごすのは良く思いません。考えとしてクライア
ントに合ったプランを考慮されるケアマネの⽅を選

びましょう。 
 信頼できる⼈と巡り合えることを願って、今後も
仕事を続けていきます。

-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*- 

 Liscicul cafe 
私と趣味 

   
「乗り物と私」                         当法⼈評議員 神⽥秀喜

私は子供の頃から海の物でも空の物

でも乗り物が大好きで、それが高じ

て自分の仕事（パイロット)にまでし

てしまう・・・というのは言い過ぎ

かもしれませんが、しかし生活の身

近にある自動車については物心つい

た頃から特に興味がありました。父

の運転する車に乗るのが大好きで、隣

に座ってそれを観察しイメトレを欠かさなかった神

田少年は、小学校４年生頃にはマニュアル車の運転

をすべて理解していたように思います。 

 さて、車の趣味といっても人により様々です。欲

しい車を所有したり、レースなどで運転技術を磨い

たり、自分好みにドレスアップを楽しんだり、改造

や整備をしたりと沢山あります。私はこの中でも、

好きな車を所有し、それをできるだけ自分で整備し

愛着を注ぐことを趣味としています。これは自分の

車の構造が理解できますし、自分で作業できれば部

品代だけで済み、車検も自分で通すことで維持費も

かなり控えることができます。もちろん作業は自己

責任のもとで行われますが、私が満足感や面白さを

感じるところは、古い車に乗っているとエンジンで

も電気系でも足回り系でも不具合が発生する際には、

異音などの兆候が何かしら発生します。そしてその

兆候から故障探求していき不具合箇所を特定し、部

品の交換作業等へと移行していくわけですが、この

故障探求のプロセスが私にとってはとっても興味深

いのです。 

 例えば、原因がいくつか考えられる症状の時に、

「最悪（最終的に）この部品を交換すれば復旧はす

る…」という箇所が概ね存在しますが、その部品は

だいたい高価なものか、もしくは超大掛かりな作業

が想定される箇所にあるかのどちらかです。できれ

ばその前の段階の不具合であってほしいと考え、消

去法で手当していきますが、やはり最終的に〝最悪

（高価もしくは難所）″な部品に行きついてしまっ

た時は、今度はその部品のどこが不具合なのかとい

う故障探求に移行していくことになります。こうし

て自分の思惑と作業が功をなし、不具合を解消させ

ることができた時の、達成感や満足感は「よっしゃ

〜！」と叫びたくなるような気分のいいものです。  

趣味のDIY程度で作業の失敗はしても、部品の交

換等で何とかなります。しかし当法人の関係者の

方々にも多くのドクターがおられ、人の体調の具合

を診断・治療される先生がたのお仕事を考えると、

相手は生身の人間であり、感情もあり、人権もあり

と、挙げるときりがありませんが、絶対に失敗の許

されないことですので、私の趣味の話と一緒にする

ような書き方をしてしまい大変恐縮でございますが、

本当に尊敬させていただいております！ 最後にい

つか私のやってみたいことは、古い車や動かない車

を自分で分解整備して再度組立てる、レストアとい
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われる作業をしてみたいと思っています。動かない

車や廃車寸前の車、処分に困っている車、売っても

二束三文だろうと思われる車、大切な車をこれから

も大事に乗ってもらいたいという車などをお持ちの

方は、この私に是非お譲りください！(笑) 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
「人生の楽しみ」                          ライサ会員 李

リ

 宇
ウ

 

初めまして、李宇と申します。私は、中国の山西

省からの留学生です。名古屋大学大学院医学系研究

科博士過程の大学院生として勉強しています。ご縁

がありまして早川先生に指導していただいておりま

す。今回趣味について書かせて頂ける機会を頂きま

したこと大変うれしく思っております。 

私は、趣味として 3か月ごとに絵を描きますが、

絵画の方法と形式は異なります。漫画、風景、キャ

ラクターなどがあります。絵は感情的な表現である

だけでなく、人生の風味剤でもあると思います。 

また、ジョギングが好きで、週に 3〜4回 5 km の

ジョギングをすることで、気分が爽快になるだけで

なく、仕事や勉強の意欲も向上します。日本に来た

後、私は幸運にも友人たちと愛知県のマラソンに参

加しました。そして、全員がそのプロセスに固執す

る喜びを分かち合いました。 

サイクリングも私の趣味の 1つであり、自転車を

レンタルしてサイクリングの楽しさを感じることが

できます。昨年 10 月、私は何人かの友人と渥美半

島に行き自転車に乗って太平洋岸のサンライズとサ

ンセットに感動し、素晴らしい自然の美しさを受け

入れました。中国の言葉ですが、海纳百川，有容乃

大。壁立千刃，无欲则刚。（海は 百川を納め、容

の大なる有り。壁は千仭に立ちて、無欲則ち剛な

り。）というものがあります。海は、全ての川の水

を受け入れるから、あのように広大な海になったの

だ。高い山は、もっと高く大きくなろうなどという

欲を持たないから、あの剛さを保っているのだ。と

いう意味です。趣味を楽しむその過程で、私は自然

の寛容さと強さを実感しました。趣味を持つこと

は、人々を幸せで明るくすることができます。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
「クラリネット演奏とクラシック⾳楽」  

      ライサ会員 根本聡司  
 

 はじめまして、根本と申します。普段は日本製鐵

株式会社で建築向けの鉄鋼製品を販売する仕事をし

ております。そんな私がなぜ、僭越ながら、執筆さ

せて頂く機会を得られたかと申しますと、早川先生

の姪である優子さんと結婚し、ご縁があり親戚とな

ったからであります。 

 家族皆、早川先生には平素大変お世話になってお

ります。 

 さて、趣味ということで、実は色々あります(妻

とのワイン、野球観戦、F1 観戦、娘との追いかけ

っこ等)が、楽器のクラリネットの演奏について書

いていきたいと思います。 
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 元々、体育関係の習い事はしていたものの、音楽

に関しては、小学生時代リコーダーで野球をするよ

うな問題児であり(今思えば酷いですね…)、音符も

読めず、成績は惨憺たるものでしたが、中学生にな

ってある日、後に欧州のオーケストラで活躍する窪

田君という同級生に出会い、それまで聴いた事のな

いような、例えば作曲家のストラヴィンスキーやシ

ョスタコーヴィチ、リヒャルト・シュトラウス等の

近現代のオーケストラの音楽を、テープに録音した

ものをくれました。その時の衝撃は忘れられませ

ん。 

 「こういう音楽をオーケストラで演奏してみた

い！」そう思い、吹奏楽部に入り、なぜか音符が多

くて、指も難しいクラリネットを選択し、きつくて

つらいことが殆どでしたが続けました。音符も読め

るようになり、指揮も経験しました。 

 そしてついに念願のオーケストラに入ることが出

来ました。そして人生で最初に演奏したオーケスト

ラの曲は衝撃をくれたショスタコーヴィチの交響曲

第 5番。その後も、大学では学費に追われ、社会人

になってからは時間に追われ、それでも何とか続

け、大学時代の友人である妻に支えられ、社会人ア

マチュアのソロコンクールで全国大会に出られた

り、ストラヴィンスキーの春の祭典を演奏したり、

中学生の頃の夢を少しずつですが叶えています。今

でもクラリネットは大切な相棒ですが、本当に色々

なことを教えてくれています。 

 自分には興味がないと思い込んでいても、実は熱

中させてくれる存在があるということ、そして何か

を叶えるには才能とかではなく(特別な存在であれ

ば別ですが)継続性が大切であること、そして継続

するには情熱が必要であること…。 

 お金はかかるし、時間はかかるし、大変なことの

ほうが多いし、と思いますが、教わることも多く、

これが仕事等にも活きているのではないかな？と思

っています。 

ご家族で趣味に勤しんでいる配偶者やご家族の方に

対しては皆さん、それはそれで生温かい目で見守っ

てあげて下さい。（笑）

-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*- 
編集後記 
今年もニュースレターが発刊できましたことを嬉

しく思います。今号も多くの方にご寄稿を依頼いた

しました。ご執筆いただいた方々に心より感謝申し

上げます。今回は、初めて日本人以外の方からの寄

稿もあり、ライサもいよいよ国際的活動に乗り出す

ことを窺わせているようです（？）。印刷物となっ

て実体化したものを手にとって読むと、PC のディ

スプレイやスマホの画面とは違った良さが感じられ

るのではないでしょうか。どうぞ皆様、今後も積極

的にご寄稿いただけますようお願い申し上げます。 

表紙絵は今号も神⽥秀喜先⽣の伯⽗様の作品より
提供いただきました。 

鈴⽊治彦
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