
会長 大蔭 政勝   幹事 長谷 裕代   会報担当委員長 竹森 敏麿 

OSAKA-OTEMAE 
第 2660 地区大阪大手前ロータリークラブ 

Rotary Club Weekly Bulletin 
創立 1983 年（昭和 58 年）3 月 18 日

日 
例会 毎週金曜日 12 時 30 分 例会場 帝国ホテル大阪 

事務局 〒530-0042   大阪市北区天満橋 1-8-50  帝国ホテル大阪 806 号室 
TEL:06-6357-8917                        FAX:06-6357-8907 

E-mail : info@otemae-rotary.com        URL http://www.otemae-rotary.com 

先週の例会報告 

本日は、地区よりロータリー財団のポリオ・プ

ラス委員長の木村芳樹氏に来てもらっておりロー

タリー財団月間の、初日を飾る講演をお聴き出来

ることになりました。有難うございます。 
食事中流れていたピアノ曲｢千の風になって｣の

穏やかな旋律が、妙に私の胸に響き、食事が喉を

通らなくなってしまいました・・・。先週の例会

日に父が他界いたしました。告別式には皆様方の

沢山の供花、心温まる弔電を戴き大変ありがとう

ございました。この場をお借りいたしまして、心

より御礼申し上げます。父は 84 歳でした、山口の

田舎で、製材業や左官業をしながら私達を育てて

くれました。皆様方のお蔭で父も母も喜んでくれ

たことと確信しております。私も今まで通り頑張

ってゆきますので、皆様方のご支援宜しくお願い

致します。また、ピアニストの黒田さん、本日の

演奏ありがとうございました。お蔭様で私にとっ

て心に残る例会となりました。 
さて 日本の建築・・その 12 ≪慈照寺・東求堂・

同仁斎≫ は、書院造のはじまりです 

 
 

銀閣 (観音殿 ) 
 
 
 
 

東求堂 
 
 
 
 

同仁斎 
 
東求堂｢とうぐどう｣と読み、義政の持仏堂で、

1486 年(文明 18 年)の建立であります。池に面し

て建てられ、大きさは 3 間半四方。正面左は方 2
間の仏間、右奥は義政の書斎(同仁斎とよばれる)
である。書斎の北側に設けられた付書院と違棚は

現存 古の座敷飾りの遺構であり、書院造や草庵

茶室の源流として、日本建築史上貴重な遺構であ

ます。 

･ソング  ♪｢四つのテスト｣♪ 
･卓話 
｢今どきの新卒採用市場について 

～学生の意識の変遷と企業の対応～｣ 
株式会社リクルートキャリア新卒事業本部 
営業統括部 関西営業部チーフ加地 裕子氏
米国 CCE,Inc.認定 GCDF-Japan ｷｬﾘｱｶｳﾝｾﾗｰ 

･12 月度定例理事会（13：40～ ） 
･ピアノ タレガ「アルハンブラの思い出」 

･ソング  ♪｢我等の生業｣♪ 

･卓話 

｢地区の委員会ついて｣ 

辻村 和弘会員 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 年 11 月 8 日 第 1471 回例会 
ロータリー財団月間 

 2013－2014 年度  

国際ロータリー会長 ロン Ｄ.バートン 

ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES 

ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を 

◎本日のプログラム ◎次週(11 月 15 日)のお知らせ 

― 会長挨拶 ― 

                          KEEP THE SPIRITS CREATE ROTARYLIFE ! 本年度 クラブのテーマ 



長谷・・・大蔭会長のご尊父様のご逝去謹んでお

悔やみ申し上げます。本日はポリオ・

プラス委員長木村芳樹様の卓話よろし

くお願い申し上げます。 
犬伏・・・昨日、大阪 GC と奈良国際 GC のシニ

ア対抗戦で優勝しました。ネット 66。 
金髙・・・木村節三さんの写真をテレビで見まし

た。色々なところで活躍されているん

ですね。 
北村・・・大蔭会長のご尊父様の安らかなご永眠

を祈っております。 
小林・・・大蔭会長のご尊父様のご冥福をお祈り

いたします。 
河野・・・大蔭会長のご尊父様のご逝去を悼み、

謹んでお悔やみ申し上げます。 
前田・・・おかげさまで 11 月 3 日に開業 123 周

年になります。 
松葉・・・ようやく秋らしくなりました。風邪に

気をつけて。 
松浦・・・岡本さん、大変お世話になります。今

後とも宜しく。 
中野・・・欠席のお詫び。 
西尾・・・大蔭会長のご尊父様のご冥福を祈ります。 
岡田・・・中林さん、大本さん、河野さん、昨日

はありがとうございました。 
大蔭・・・父の告別式には供花、弔電を頂きあり

がとうございました。今まで通り頑張

りますので宜しくお願い致します。 
佐々木・・2 週連続欠席のおわび。次回世界大会の

下見に行って参りました。 
曽我部・・本日ご出席下さった中田圭子様の御入会

を期待しています。 
竹森・・・御礼が遅くなりました。岡田さん、河野

さん、大変お世話になりました。ありが

とうございました。 
山本(依)・この所ハードで目がまわりそうです。

皆さん気候の変わり目、体に気をつけ

て下さい。 
山本(博)・ロータリー財団ポリオプラス小委員会

委員長の木村芳樹様、卓話宜しくお願

いします。 

１．休日のため大蔭会長のご尊父様の訃報連絡を

幹事の長谷より FAX させて頂きましたが届

いていない方が数名おられました。誠に申し

訳ございませんでした。 
２．11 月 8 日夜例会には、気軽に見学ということ

で、ぜひお友達をお連れ下さい。なお、ビジ

ターフィーは各自ご負担お願いします。 
３．2014 年 1 月 21、22 日の地区大会は全員登録

となります。本日より登録料 5,000 円を徴収

させて頂きます。 
４．本日の週報に指名委員会報告として次年度理

事・役員候補者を掲載しています。役員・理

事に自薦他薦、または異議がありましたら 11
月 30 日までに幹事までお申し出下さい。 

・雑誌・広報委員会 

委員長 河野 裕一 

本日、｢ロータリーの友｣11 月号を配布していま

す。11 月はロータリー財団月間です。是非ご一読

ください。 

・親睦活動委員会 

委員長 岡田 耕平 

・11 月 30 日(土)、親睦家族会として伊勢方面に出

掛けます。会費も含めた詳細は近日中にご案内い

たします。 
・12 月 20 日(金)クリスマス家族会を開催いたし

ます。内容については現在、企画中ですが皆様に

はご予定をお願いいたします。 
・国際奉仕委員会 

委員長 河野 裕一 

本日、2014 年ロータリー国際大会のご案内をポ

スティングしています。 
来年、6 月 1 日から 4 日の日程でオーストラリ

アのシドニーで開催されます。ご案内にもありま

すように参加されますと有意義な時間を過ごすこ

とが出来ます。 
参加には登録が必要で、12 月 15 日までに登録

しますと早期登録割引制度があります。 
また、大阪中之島 RC では今回十数名での参加

を予定し、ツアーを組んでおり、よければ一緒に

いかがですかとお誘いいただいております。ツア

ーの日程表を添付しますのでご検討下さい。 
参加登録、大阪中之島 RC への返事を早めにし

なければなりませんので、参加をご検討の方は事

務局にご連絡ください。 

― 同好会報告 ― 

・ゴルフ同好会 

岡田 耕平 

11 月 16 日(土)、第 2 回大手前 RC ゴルフコンペ

を開催します。茨木カンツリー倶楽部、西インコ

ース 10:00 スタート(9:30 集合)です。今回は 3 組

12 名での開催、楽しい一日にしましょう！ 

 

＜合計 ￥58,000 -  累計 ￥827,500 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

― 幹事報告 ― 

― 委員会報告 ― 



― 先週の卓話 ― 

｢あと少しです。ポリオ｣ 
2013‐14 年度 RI 第 2660 

地区ロータリー財団ポリオ・プラス小委員会 
委員長 木村 芳樹氏 

(大阪南 RC) 
11 月はロータリー財団月間であります。そこで

地区ロータリー財団ポリオ・プラス委員長木村芳

樹氏(大阪南 RC)のご出席をいただき｢あと少しで

す。ポリオ｣というタイトルで卓話をしていただき

ました。ポリオの現状、1985 年以来ポリオ発症数

は 99%減少し、年間 35 万件だった当初と比べ、

2011 年には 650 件に、2012 年には 223 件になっ

た。現在野生ポリオウィルスの常在国は、アフガ

ニスタン、ナイジェリア、パキスタンの 3 カ国で、

インドではポリオ無発症の状態を維持している

が、残る 1%の容易でないポリオ撲滅運動のご理

解とご協力をお願いする次第です。宜しくお願い

します。 
  
あと少しです。力を貸してください 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RI 第 2660 2013‐14 年度地区広報委員会(RI 広報補助金) 
テレビ大阪でのポリオキャンペーン 2013 年 9 月から 10
月 24 日不定期放映 
 

国際ロータリーの最優先項目 

ポリオ撲滅 
 
            ポリオを知ろう 

• THE ROTARIAN 
2009/2 

• ソーク博士の 
不活化ワクチン 

• セービン博士の 
生ワクチン 

ポリオは何千年も昔からあらゆるところに存在。 
紀元前 15 世紀の石版に片足が萎縮した聖職者、 
紀元前 12 世紀のファラオ・シプターはポリオに

かかっていた。 
ペストやコレラのような大規模な流行はなかっ

た。 
1900 年以前、ほぼ全ての

人がポリオに感染してい

た。 
子供たちは母親の子宮内

で与えられた抗体である

程度の免疫を持ち、後に

ポリオに感染しても少し

体調を崩すだけで、一生

涯続く免疫を得た。 
 
それ以降の近代的衛生環 
境がすべてを変えた。 
多くの人はポリオ・ウィ 
ルスにさらされることな 
く成長し、免疫を持たな 
くなった。 
 
ニューヨークでの大流行 

• ポリオは中産階級を中心に流行し始めた 
• 1916 年ニューヨークで大流行 
ポリオによって 27,000 人が麻痺し、9,000 人が

死亡 
• 親たちはパニックになり子供を家に閉じ込めた 
 
 
 
 
 
 
 
ポリオとは 

• ポリオはウィルスによる非常に感染力の強い疾 

患 
 
 
 
 
 
 
 

ポリオとは 

• ポリオは経口感染し、 
腸内で増殖。 

 
 
 
 

 



ポリオとは 

• 初期症状は発熱、倦怠感、 
頭痛、嘔吐、四肢痛 

 
 
 
 
ポリオとは 

• 感染者 200 人に一人が 
不可逆性の麻痺 
(主に下肢) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ポリオとは 

• 麻痺患者の 5～10%は 
呼吸筋が機能せず死亡 

• 治療法はなく予防のみ 
が可能 
 
 

IRON LUNG !! 鉄の肺 

 
 
 
 
 
 
ポリオの特徴 

• 人のみの感染、媒介生物はいない 
• ポリオウィルスは人細胞中でしか増殖しない。

その寿命は外気中では 1 日、人体中で 6 週、下

水中で 4 週間。 
• 不顕性感染者は 90% 
• 1 人の麻痺患者の周囲には 1000 人の不顕性感 

染者がいる 
 
日本でのポリオ 

• 日本でのポリオ 1949‐61、年間患者数 1000～ 

5000 人。死亡者は 100～1000 人に。1961 年か

らの生ワクチンにより鎮静化。1980 年の 後の

１人で撲滅。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロータリーとポリオ 

• 1979 年フィリピンで 600 万人の子供たちにポ

リオワクチン接種 
• 1982 年東京麹町 RC の山田ツネ氏ポリオ撲滅 

活動開始、東京地区 100 以上の RC が賛同 
• 1985 年ロータリー創立 80 周年にポリオプラス

計画発表 
• それ以降、各パートナーと携えて現在に至る 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ポリオ生ワクチンと不活性化ワクチン 

• 世界ポリオデー 
10 月 24 日 

• 国をあげて生ワクチンの

一斉投与 
(初期には有効・希にポリ

オ発症の可能性) 
•  先進国では不活性化ワ 

クチンに切り替え(日本

2012/9) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

235 カ国以上、 

35 万人の患者 

 
 
 
 
 
 

2012 
 

 
 

3 カ国、217 名 
 

 
 
ポリオ発症状況 WHO による 

常在国 2013.10 2012.10 2012 

パキスタン 46 44 58 

アフガニスタン 8 26 37 

ナイジェリア 43 80 122 

合計 103 118 217 

 
非常在国 2013.10 2012.10 2012 

ソマリア 174 (13/9) 0 0 

ケニア 14 (13/7) 0 0 

エチオピア 6 (13/9) 25 0 

サウス･スーダン 3 (13/8) 0 0 

カメルーン 1(13/10) 0 0 

合計 142 0 0 

 
ソマリアでポリオ発症 

• 今年 5 月、ソマリアの首都モガディシュの 2 歳

のポリオに感染。2007 年 3 月以来初めて。 
• ソマリアでは2009年から2012年の間予防接種

を受けていない子供が 100 万人に上る。 
• 迅速な対応をとらないとこのソマリアのポリオ

感染がこれまでのポリオ根絶の成果を台無しに

してしまう。 
• 日本政府は 130 万ドルの緊急支援(ユニセフ) 
• 10 月 29 日WHOは内戦の続くシリア東部で 10

人がポリオに感染したと発表。難民を受け入れ

る周辺国に感染拡大の危険。 
 
なぜポリオを撲滅しなければならないのか 

• ポリオのない世界の恩恵は、すべての国と、ど

の人々にも等しくもたらされます。 
• ポリオ常在国からポリオ根絶ができなければ毎

年 20 万人もの新規患者が発生しうる 
• 野生ポリオウィルスが根絶されるまで全世界の

幼児はワクチンの接種を続けなければならない 
• ワクチンの接種を続ける費用は世界で 400 億ド

ルから 500 億ドル。 
 

ポリオは根絶できるのか 

• GPEI から独立した IMB(ポリオ撲滅監視委員

会)は｢2014 年末までにポリオの感染を抑止す

ることは現実的に可能である｣との声明をだし

た。 
• ポリオに打ち勝っている 
• ポリオの三つの型の内 
Ⅱ型は撲滅した。1999 
Ⅲ型もほぼ撲滅。2013 現在 0 
残りはⅠ型のみ。 
 

ロータリーが始めたポリオ撲滅活動 

• ポリオ撲滅活動 
のパートナー達 

• クラブでポリオについて 
考える 

・ポリオについて 
・ポリオとロータリー 
・ポリオ撲滅の必然性 
・ロータリアンが出来る事 

• 撲滅まであと 15 億ドル不足 
ロータリアン１人５０ドル以上 
 
５０ドルが１５０ドルに 

• ロータリアン一人の 50 ドルが 150 ドルに 
ゲイツ財団はロータリーに委ねられたポリオ撲

滅の寄付に対し二倍の額を上乗せ(上限年 3,500
万ドル) 

• 150 ドルでできること 
• 250 人分のポリオ生ワクチン 
• 300 枚のボランティア用のベスト 
• 150 個のワクチン輸送用ケース 
• 1200 人分ワクチン済を表す印 
 
 
 
 
 
 
 
 

ロータリーの最重点項目であるポリオ撲滅活動を

ご理解頂き各ロータリークラブでのポリオ撲滅の

ためのご寄付の推進をよろしくお願いします。 

 

 



― 出席報告 ― 

 国内ビジター 0名   会 員 数  36名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   5名  

 国内ゲスト  2名   会 員 出 席  22名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9 名 
<11 月 1 日の出席率 78.79％> 

Make up を含む 10/11 の出席率 81.25％ 

― 直近の行事予定 ― 

・11 月 15 日(金)  13：40～ 

12 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桐の間｣) 

・11 月 29 日(金)  14：45～16：00 MU 事業 

大阪市立視覚支援特別学校事業 

   (大阪市立視覚支援特別学校) 

・11 月 30 日(土)  MU 事業 

秋の親睦家族会 

   (伊勢神宮) 

・12 月 8 日(日)  11：00～16：00 MU 事業 

尼崎学園事業 

   (インスタントラーメン発明記念館) 

・12 月 13 日(金)  13：40～ 

1 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・12 月 20 日(金)  18：00～ 

クリスマス家族会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

地区危機管理委員  辻村 和弘 
日 時：2013 年 11 月 1 日(金)15:00～17:00 
場 所：ガバナー事務所 
出席者：岡部パストガバナー、泉ガバナーエレク

ト、山田地区代表幹事、岩津地区研修委

員、近藤 RIJYEC 委員、他委員 7 名 
前回に引き続き、2660 地区のあらゆる活動に対

しての危機管理について、特に青少年奉仕活動に

関わるセクハラ問題を始めとした、管理責任を問

われるプログラムについての対策として、対応出

来る保険の内容について討議しました。 
現在、全国青少年交換委員会で検討している保

険内容を基本として、各委員会の活動内容にあっ

た項目を、次回委員会までに代表者が集まって検

討し、たたき台を作成する。 
次回委員会：12 月 18 日(水)18:00～ 

 ガバナー事務所 

米山委員長 多田 秀觀 
11 月 2 日土曜日に｢米山奨学生ふれあいスピー

チコンテスト｣が天満橋 OMM ビルでありました。

参加者 11 名中、陳さんはラストスピーカーになっ

ていました。これはよい順位を狙えるな！と一人

思っていたのですが、結果として 優秀賞は逃し

ましたが、2 番目の特別賞に輝きました。 
全員が制限時間内に話し終わるという、スムー

スな進行でした。変わったところではエジプトか

ら来た長い長い名前の男性とか、阪大の博士課程

の女性は 2 人の子持ちで、その一人はこの米山奨

学の期間中に出産していたそうです。 
出産の 10 日前まで普通に勉学に励み、そのあ

とは中国からお母さんに来てもらったそうです。

話すテーマは与えられていたのですが、やはり文

化の違いや生活習慣の違いなどで苦労しているこ

とが多く発表されていました。 
陳さんはそう言った苦労話とは別に自分自身を

見つめなおして、｢周囲の人たちが自分を育ててく

れたことに感謝するようになった自分に気付い

た｣といった内容で、もう一人似た内容の話があり

ましたが、彼女は原稿をほとんど見ることなく自

分の考えたことをみんなに判ってほしくて喋って

いるという感じでした。 

― 米山奨学生ふれあいｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ報告 ―  

 

 

 

11 月 15 日の例会場 
帝国ホテル大阪22階｢ペガサスの間｣ 

     〈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 

― 第 2回地区危機管理委員会報告 ― 

11 月 8 日のメニュー 

具沢山のミネストロンスープ 

黒ムツのポワレに白菜のブレゼを添えて 

     浅蜊のソースに菊菜を香らせて 

季節のサラダ 

栗のハチミツを使ったアイスクリーム 

  ラム酒のメレンゲとキャラメルソース 

コーヒー 


