
会 長 報 告

本日午後4時より理事会を行いました。
今月は非常に案件も多いので、詳細については、追って幹事から報
告致します。よろしくお願い致します。

幹事より理事会報告

審議された件を報告させて頂きます。

1.財団月間寄付金の件
地区目標：180us$ｘ120円(換算レート)=21,600円
内、前後期の会費で12,000をいただくため、差額は9,600円ですが、
余裕を見て昨年と同様、金額欄に15,000円と記入した封筒を状差し
に入れることに決定しましたのでご協力をお願い致します。

2.叙勲褒賞の件
佐川会員が秋の叙勲（旭日双光章）受けられることが決まりました。
事務取扱内規（11）慶弔規定(受賞等慶事)に従い、お祝いをします。
お祝いの内容については会長の裁量によるとなっておりますが、199
6年に松岡嘉平治会員が叙勲を受けられた時にならい、3万円のお祝
いをすることに決定しました。

3.東京恵比寿ロータリークラブ前夜祭メイクアップの件
前夜祭、記念例会それぞれ個別のメイクアップ扱いにすることに決
定しました。

4.出席免除申請の件
石野 捨雄会員より「出席規定の適用免除願」の提出がありました。
要件を満たしており、出席免除を認めることに決定しました。

5.「第28回全国ローターアクト研修会並びに第13回アジア太平洋地
域ローターアクト会議」大会記念誌等への広告協賛の件

10月理事会で一旦否決した事案ですが、北河原パストガバナー支援

1

Rotary International District2650 Nara Japan

奈良大宮ロータリークラブ

Club Weekly Bulletin
■創 立：昭和54年1月23日
■例 会：毎週火曜日17:30
■事務所：奈良市大宮町6丁目3-7 中室ﾋﾞﾙ3F

電話 0742-33-8583／FAX 0742-33-8600
■例会場：奈良市高畑町1096番地

奈良ホテル本館 電話0742-26-3300(代）
■会 長：中村信清 ■副会長：多田実 幹事：髙野治

発行日 / 2015年11月17日
2015-2016/16

Vol.37
No.1762

hp:http://naraomiya-rc.jp

E-mail：info@naraomiya-rc.jp

2015-16年度当クラブテーマ

『和と飛躍』

四つのテスト

１．真実かどうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４. みんなのためになるかどうか

例会状況報告

第16回 11月10日
通算1761回

◎会員総数 ７２名
◎出席義務者 ４５名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

２７名
◎本日出席 ５６名
◎本日欠席 ７名
◎本日出席率８８．８９％

第14回 10月13日
通算1759回の修正

◎欠席者 １４名
◎免除者の欠席者 ７名
◎欠席者の補填者 １３名
◎免除者の補填者 ４名
◎出席率 ９８．５５％

例会プログラム

第17回11月17日

通算1762回

１．開会の点鐘

２．ソング「月の砂漠」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話

社団法人国際観光日本

ﾚｽﾄﾗﾝ協会 会長

ﾌﾚﾝﾁﾚｽﾄﾗﾝ Le BENKEI

ｵｰﾅｰｼｪﾌ 尾川欣司様

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 中澤 忠嗣

「クラブに「個性」と
「憧れ」を！」



という意味合いもあって、再度上程しました。当クラブとしては3万円の広告協賛を行うとい
うことに決定しました。

6.入会金納入期間延長の件（事務取扱内規(5)細則6条関係）
ＮＴＴ西日本の小原会員が2015年6月26日に退会したため、後任の方は半年以内に入会いただ
かないと入会金が発生してしまいます。ただ、当該入会候補者は年内は多忙で入会が困難なこ
とと、他の女性入会候補者の入会と歩調を合わせたいため、入会金発生時期の延長を求める議
案を提出しました。
年会費の月割り分は発生しますが、半年以内に入会いただき、出席を年明けからしていただく
という形で回避できます。回避できるのに、個別の事情で規則を安易に変更するのはよくない
という理由で否決となりました。

7.奈良警察署交通安全啓発運動の件
実施日 平成２７年１２月４日 金曜日 １５：００～
実施場所 奈良警察署及び、近鉄新大宮駅前、ＪＲ奈良駅前
奈良警察署からの要望があるということもあり、スケジュール、予算共に承認されました。

8.第2回家族親睦例会の件
日時：１２月１３日 日曜日 １２：００～
場所：奈良パークホテル
本マグロ解体ショーがメインイベント。スケジュール、予算共に承認されました。

9.太宰府歓迎会の件
11月17日 歓迎親睦会
11月18日 観光
観光に関わる拝観料、昼食費の内、太宰府メンバーの分は姉妹・友好委員会の予算から拠出す
ることが承認されました。

委 員 会 報 告

ロータリー財団常任委員会：石野副委員長
委員長の佐川さんが、先ほどご報告がありましたように、旭日双光章の授賞式の為、欠席され
ておられますので、代わりにご報告致します。
先ほどロータリー財団の年次寄付につきましては、幹事の方から詳しく内容を説明していただ
きましたので、私の方からは、先月米山の寄付に続いて今月ロータリー財団の寄付と続いて申
し訳ないんですが、今日地区から岡島さんにそういう推進の卓話に来て頂いております。その
辺よくご理解頂きまして、出来るだけ￥15,000となっておりますが、多い方は多くて結構です
し、別にこの金額にこだわりませんので、全員の方、ご寄付頂きますようお願い致します。

姉妹・友好担当委員会：谷川委員長
・先ず、10月26日～27日に、東京恵比寿ロータリークラブの創立20周年記念例会がございまし
た。前夜祭に9名、当日の記念例会に19名、総勢22名の方に参加頂きました。どうも有難うご
ざいました。
・来週につきましては、先ほど幹事からご報告がありましたように、太宰府ロータリークラブ
から会員の方6名と奥様1名、合計7名の方がいらっしゃいます。例会終了後、例会場と同じ会
場で、歓迎親睦会を開催したいと思っております。前回出席の回覧を回した時は会場が増井会
員の所の物集女になっておったんですが、会場変更で奈良ホテルとなりましたので、お間違え
のないようによろしくお願い致します。

米山奨学会：橋本委員長
ご報告とお願いです。財団の寄付が始まった時に大変言い難いんですが、現在10月の米山月間
が終った時点で未だ18名の方にご協力頂いていないということです。前にも言いましたように、
あくまでも自発的な御協力ですので、相手の方に絶対してくれとは申しませんが、お忘れの方
がおられましたら、是非御協力お願い致します。

プログラム委員会：清岡副委員長
11月17日の卓話の紹介です。卓話講師と致しまして、一般社団法人国際観光日本レストラン協
会／会長、フレンチレストラン「Le BENKEI」／オーナーシェフであります尾川欣司様をお迎
えし、演題としまして、「食は命です。」～奈良県の食育とスローフードの本音～を語って頂
きます。内容としましては、「大和にうまいものあり」として、自らも畑を耕し、ハーブや完
熟野菜をつくり、安全で安心できる、伝統的な食材を活かした人間の健康や幸せをもたらす食
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を創出されています。そんなオーナーシェフに「食」についてお話しいただきます。是非次回
例会を楽しみにして下さい。

青少年奉仕委員会：増井委員長
地区のインターアクトからのご案内をさせて頂きます。以前にもご案内させて頂いたんですが、
この15日にインターアクトの地区大会があります。そちらの方で私共青少年活動の方で、今年
度は地区の青少年を体験し、知って頂く、というのを目標・テーマに掲げております。是非15
日インターアクトの地区大会がならまちセンターで9：00～ありますので、是非参加お願いし
たいと思って、再び案内させて頂きます。先ほどもご案内がありましたように、北河原PGも当
然行っておられます。是非、地区の青少年の方を勉強して頂く良い機会ですので、ご参加よろ
しくお願い致します。参加される場合は、私の方にご連絡頂きましたら手続をさせていただき
ますので、宜しくご検討お願い致します。

幹 事 報 告

・ロータリー希望の風奨学金について、過日第1次として、ガバナー事務所より1,000万円を送
金しました。ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会より、ガバナー事務所にお礼状及
び感謝状がきたと連絡をいただきました。
・先日行われましたＩＭのフォーラムで、各クラブ対抗のクイズ大会が行われました。武藤さ
ん、高辻さん、宮西さんという当クラブ 強メンバーを中心に何名かの方かにご協力を頂きま
して、当クラブは県内14クラブの中で見事優勝いたしました。優勝賞品として立派な柿を3箱
頂きました。皆様のお席の前に1つずつ置いてありますが、まだ余っておりますので、1-2つず
つ持って帰って頂ければ、と思っております。

卓 話

2650地区ロータリー財団 資金推進委員会
岡島三千男様（大和郡山ロータリークラブ）

皆さんこんにちは。
2650地区ロータリー財団資金推進委員会からまいりました大和郡
山ロータリークラブの岡島三千男と申します。本日はポリオのお
話をさせて頂くわけですが、まず立場上、資金推進委員会として
のお願いをさせて頂きます。
毎年5月から6月に地区内97クラブを14名の委員で次年度会長、監
事、財団の委員長様に寄付のお願いに廻らせて頂いているわけで
すが、今年はお願い事項をクリアーされたクラブ様から訪問不要
の連絡を頂き、訪問件数が減り助かりました。
今日は折角訪問させて頂く機会を頂きましたので、お手元に9ペー
ジの資料をご用意しました。スライドの時間の関係でタイトルだ
けを申し上げさせて頂きます、まずは年次寄付からです。資料の2
ページ目をお願いします。
①年次寄付、お一人一年に180ドルのお願いです。
②恒久基金、1クラブ20人にお一人1回1000ドルのお願いです。今日現在のレートは1ドル120円
です、ですから120000円です。私がしたときは125円でした。
③ロータリーカードへの入会のお願いです、ご利用金額の0.3%、昨年からできましたビジネス
カードですと0.5%が自動的にロータリー財団に寄付されます。
④ポリオプラスへのご支援のお願いです、カードご利用額の0.3、0.5%がポリオワクチンの購
入費用になります。
今日はそのポリオについてお話をさせて頂きます
8月23日(日)午前10時から午後4時まで東京の増上寺において、「全国ロータリー・ポリオプラ
スプログラム研修セミナー」が開催され、全国から213人のロータリアンが参加されました。2
650地区からは宮崎パストガバナー、日本ＲＥＣ2650河本義正様、奈良東ＲＣから北山医院の
北山院長と私の4名の参加でした。この大会の実行委員長は2830地区のパストガバナー(弘前アッ
プルＲＣ、せきばクリニック院長)の関場慶博様でした。全国6地区から副委員長としてパスト
ガバナー、現ガバナーの方々が参加され、パネルデイスカッションと、基調講演等をされまし
た。
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1988年（S63年）より小児麻痺をポリオと呼ぶようになったとのことです。日本においては195
0年（S25年）～1960年（S35年）に青森から北海道で大流行し、日本政府は1961年（S36年）に
ソ連とカナダから大量の生ワクチンを緊急輸入をし、3か月～5歳まで、その後9歳までの子供
たち1000万人に投与しポリオが激減したとのことです。S36年というと私は高校に入った年で
すのでポリオワクチンの投与は受けていないのですね、当時9歳以下だった方は受けられたの
でしょうが、もう期限切れです。54年も経っています。私が小、中学校の頃近所にもおられま
した。昭和37年に日本において終息宣言が出されたのですが、現在も11000人～20000人のポリ
オ推定患者がおられるとのことです。もう期限が切れている皆様ですから海外、特にインド、
パキスタン等、中近東やアフリカに行かれる方は是非ワクチン接種をお勧めします。決して子
どもだけの病気ではなく大人も小児麻痺に罹る可能性があるとのお話でした。私は1か月程前
に肺炎球菌の予防接種をしたところですが、来年2月19日～23日までインドへポリオワクチン
の投与に行かないかとお話を頂いていますので投与しておこうと思っております。ポリオワク
チンは、小児科で接種していただけるとのことです。
それでは関場実行委員長から頂いたスライドを紹介させて頂きますが、その前にもう1つ2650
地区ＲＣ財団の八木委員長より連絡がありまして、来年ＲＣ財団設立100周年ということでガ
バナーエレクトから100周年に向けて何か皆様からご提案ご意見等頂ければとのお話があった
とのことでした。何かご提案等ございましたらガバナー事務所の方にご連絡頂ければとのこと
でした。
それではスライドを使って説明させていただきます。
・1958年（S33年）にWHO総会で天然痘撲滅が全会一致で可決され、根絶計画が始まった。
・当時、世界33ケ国に天然痘は常在し、発生数は約2000万人、死亡数は400万人。
【撲滅可能な感染症の条件】
・感染すれば必ず診断できる。肉眼的な明瞭な症状が必ず現れる。
・感染症を引き起こす病原体の自然宿主がヒトである。
・効果的で良いワクチンが存在する。
・プログラムがスタートしてもなかなか効果が現れなかった。
・1966年（S41年）にWHOはプログラムを見直し、1967年（S42年）に天然痘撲滅本部を立ち上
げた。
・天然痘患者が発生すると、その発病1ケ月前から患者に接触した人々を対象として種痘を行
い、ウィルスの伝播・拡散を防いで孤立させる事で天然痘を防ぐ方針をとった。
・サーベイランスと封じ込め戦略が奏功した。
・1977年（S52年）の症例を 後に自然感染の天然痘患者は報告されておらず、3年を経過した
1980年（S55年）、WHOは地球上から天然痘根絶を宣言した。
・天然痘は、野生動物から人間に感染するウィルス感染症で人類が根絶できた唯一の例である。
1988年（S63年）のWHO総会で、2000年（H12年）を目標にポリオを根絶する決議が採択され、
世界ポリオ撲滅推進計画が始まる。
ポリオは人から人への感染である。なぜポリオ撲滅はうまく行かなかったのか？（天然痘との
違い）
・顕性感染と不顕性感染（症状がはっきり出る方と出ない方がいる。）症状が出る方は100人
に1人と言われている。
・ワクチン由来の感染・発症（ワクチン接種により感染する人もいる。）
・世界の人口増加
世界の人口はこの半世紀で約2倍（70億人）、近い将来100億人になるだろうといわれている。
・政治体制の変化
紛争地域の拡大により危険な地域が増え、ワクチン投与に入れない地域、特にパキスタン・ア
フガニスタンの山岳地帯には子ども達が5万人程いるとのことで、政府の管理が及ばない地区
でもあり、子ども達は国境を越えて行き来する為、感染が広がる。アフガニスタン・イスラム
共和国の面積は日本の1.7倍で人口は3000万人、識字率は男性50％、女性18％でそのうち人口
の74％は非都市部に住んでいて識字率は男性34％、女性10％しかなく、その為チラシは効果な
く又言葉も英語が通じず何よりもタリバンの活動地域だという、松本祐二2690地区ガバナーの
お話でした。
・撲滅プログラムの期間の長さ
新戦略は2018年までにポリオ根絶を目指すものである。
・世界的にポリオ伝搬がなくなるように、すべて未接種の子どもにワクチン接種を行う。
・野生株およびワクチン由来株の両方を根絶するために、不活化ワクチンへの導入をすべての
国で進めていく。
・治安の悪さがプログラムの進行を妨げている大きな要因である。そこで、市民と治安部隊と
の連携を強め、国境付近などの治安の悪い場所でのワクチン接種を確実なものにしていく。
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・根絶国での定期接種を徹底させていく。
終目標

・野生ポリオウィルスとワクチン由来ポリオウィルスのすべてを根絶すること。
終目標へのアプローチ

・定期接種の強化
・2015年末までに、不活化ワクチン1回接種導入（生ワクチンの投与ではなく注射です）
・2015年末までに野生株の伝搬を無くす
・2016年中頃までに、3価ワクチンから2価ワクチンへ切替え
・2018年に地球上からポリオ根絶宣言
はたして2018年に根絶宣言が出来るのでしょうか。インドでは根絶してからも毎年生まれてく
る子どもを対象にポリオワクチンの投与を続けておられます。1人のワクチン費用は60セント、
今まで60円と言われておりましたが、1ドル120円だと72円です。ロータリーカードを使って頂
いた分の0.3％でたくさんの子ども達の命が救えるのです。“世界で良い事をしよう”がロー
タリーのテーマです。ぜひ皆様のご協力をお願い致しまして拙い卓話とさせて頂きます。御静
聴ありがとうございました。

5

ニコニコ箱 本日計 80,000円 累計 1,098,000円

岡島三千男様（RID2590 地区財団資金推進委員会 委員・大和郡山RC所属）本日はつたない
卓話お聞き頂き申し訳けございません。宜しくお願い致します。

中村信清 君 霜月 初の例会です。季候の変化に対応して、風邪など引かない様皆様留意
して頑張って下さい。

宮西正伸 君 本日は岡島様卓話有り難うございます。
石野捨雄 君 岡島さん本日の卓話よろしくお願いします。
谷川千代則君 先日は東京恵比寿ＲＣの創立20周年記念例会に多数参加していただきありが

とうございます。来週の太宰府ＲＣとの親睦会もよろしくお願いします。
武藤廣茂 君 先日のＩＭクイズ大会、皆様の協力で我クラブが優勝出来ました。ありがと

うございました。先週5人目の孫が誕生致しました。感謝です。
高辻良成 君 皆様の御協力により、先日のＩＭでのクイズ大会、優勝いたしました。武藤

さんの優勝コメントが聞けなかったことが唯一の心残りです。
成田 積 君 結婚記念日にコチョウランをいただき有難うございました。
金星 昇 君 結婚記念日のお花ありがとうございました。お蔭様で金婚式を迎える事が出

来ました。ニコニコ
倉田智史 君 結婚記念日のお花を頂きましてありがとうございました。
野﨑隆男 君 結婚記念日のお花ありがとうございました！
梅谷裕規 君 十一月二日、三十五回目の結婚記念日、珊瑚婚式（さんごこんしき）に立派

な胡蝶蘭をお送りいただきありがとうございました。長い年月をかけて成長
するサンゴのように、今も妻が、横に成長しています。

藤井正勝 君 連続欠席のおわびにニコニコ
平方貴之 君 連続欠席申し訳ございません。
潮田悦男 君 急に寒くなりました。皆様体に気をつけて。
髙野 治 君 ニコニコ協力
矢追家麻呂君 ニコニコ協力
森下泰行 君 ニコニコ協力
水野憲治 君 ニコニコ協力
中奥雅巳 君 ニコニコ協力
門脇伸幸 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
市田富久夫君 ニコニコ協力
河野里志 君 ニコニコ協力
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次回の例会 ２０１５年１１月２４日(火)

卓話 学校法人 帝塚山学園 学園長 柳澤 保徳 様

演題 奈良県教育の歩み～戦前の中等教育から戦後の高等教育へ

●会報・IT委員会/市田富久夫 武中洋勝 倉田智史 西本隆一 webmaster/市田富久夫

例会変更のお知らせ

11 月 ■平城京ロータリークラブ■
・１１月２６日（木）・・・姉妹クラブ締結更新調印例会の為、

時間変更。
時間：18：30-21：00

※ビジター受付：11月26日（木）18：00-18：30
日航ホテル奈良5階例会場にて行います。

12 月 ■やまとまほろばロータリークラブ■
・１２月３日（木）・・・家族忘年会の為、日時・場所変更。
日時：12月5日（土）18：00～
場所：スイスホテル南海

※ビジター受付：12月3日（木）12：00-12：30まで例会場
（駅前グリーンビル3階 大和信用金庫別館）
にて行います。

・１２月３１日（木）・・・定款第6条第1節(C)により、休会。
※ビジター受付：行いません。

■あすかロータリークラブ■
・１２月３１日（木）・・・定款第6条第1節(C)により、休会。
※ビジター受付：行いません。


