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▲ ソ　ン　グ　「それでこそロータリー」
　　　　　　　　　　前田　正明　会員
▲ プログラム　「卓話」
　　　　　　　　　　大西　利哉　会員

次 週 予 告 3月30日（水）本日の例会
▲ ソ　ン　グ　「四つのテスト」
　　　　　　　　　　川添　裕照　会員
▲ プログラム　「卓話」
　　　　　　　　　　中迫　陽治　会員

３月23日（水）

第 853回例会報告 3月16日（水）

プ ロ グ ラ ム

　　　　　　　　　　　阪上　栄樹　会長

　皆さんこんばんは、田村久子様ようこそ
お越し下さいました。時間の許す限りゆっ
くりとご歓談下さい。
　先週の金曜日に起きました地震は死者・
行方不明合わせて11,000人を超え、未曽有
の被害が出ております。被災されました皆
様に心よりお見舞いを申し上げますと共に、
犠牲になられました方々とご遺族には深く
お悔み申し上げ、皆さんと共に黙祷したい
と思います。

　黙祷。

　ありがとうございました。そして、被災
されました皆様の一日も早い復旧・復興を
お祈り申し上げます。
　本日付のロータリージャパンのニュース
レターでは2570地区（埼玉県）の地区大会
中止のお知らせが出ておりましたが、当地
区では、この間の土日が地区大会でした。
ご出席下さいました会員の皆様ありがとう
ございました。大災害直後の地区大会とい
うことで、プログラムは変更されましたが、
このたびの震災の復興に協力するという緊
急決議案も採択され、それなりに意義のあ
った大会になったと思います。
　私どもの姉妹クラブである須賀川南ロー

タリークラブの事務局へもお見舞いのメー
ルを送らせて頂き、問い合わせております
が、今日現在、返事が参っておりません。

　ロータリーでもこの震災の復興を支援し
ようと、色々な動きが出ております。ロー
タリー財団が「日本の大地震と津波の被災
地復興基金」を設置しておりますし、ガバ
ナー会からは地区ガバナー宛に「東日本震
災被災地区に対する義捐金について」の支
援要請も来ております。これからも様々な
形で支援の輪が広がると思います。ご協力
をお願いします。まだまだ原子力発電所の
方も予断を許さないような状態です。そし
て、阪神大震災の際もそうでしたが、復興
にはかなりの時間を要します。これから、
私ども宝塚中ロータリークラブとしても何
が出来るか、何をするべきなのか会員の皆
様と考えて参りたいと思っておりますので、
ご意見、ご協力、どうぞよろしくお願いし
ます。

◆卓話
「感染症とワクチン」
　　　　　　　　　　　中村　敏治　会員
20世紀のインフルエンザパンデミック（エン
デミック、エピデミック、アウトブレイク）
　1918年　スペインかぜ　　AH1N1
　1957年　アジアかぜ　　　AH2N2
　1968年　香港かぜ　　　　AH3N2

会 長 の 時 間
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細菌とウィルス　　　
　細菌の大きさ
　　千分の1ミリ（1ミクロン）…細菌は細
　　　胞分裂で増殖
　ウィルス
　　細菌の10から100分の1　…ウィルスは
　　　他の生物の細胞で増殖
スペインかぜウィルスの復元（1997年　ヨハ
　ン・ハルチン）
マスクの有効性
　インフルエンザウィルスは一個だけでは
　飛ばない
飛沫感染と空気感染
　飛沫と飛沫核
ワクチン
　生ワクチン（毒性の弱いもの、弱毒化）
　不活化ワクチン（薬品で処理、ウィルス
　　を分解して一部の成分）
豚インフルエンザ事件
　1976年　アメリカ　H1N1　豚インフルエ
　　ンザ　スペイン風邪ウィルスに類似。
　　「全米ワクチンプログラム」全国民にワ
　　　クチン接種を決定。
　　10週間に4000万人に接種　ギラン・バ
　　　レー症候群の多発？
日本でのインフルエンザワクチンの定期接種
　1962年　小中学生に集団接種
　1976年　３歳より15歳　予防接種義務化
　1993年　さまざまのワクチンの副作用裁
　　　　　判で、国の過失責任の判決
　1994年　小中学生の集団接種中止
インフルエンザワクチンの問題点
　インフルエンザワクチンは変化し易い
　インフルエンザワクチンは呼吸器に感染、
　　発病
　不活化インフルエンザワクチンは血液中
　　に抗体を作る。感染を防ぐ効果は望め
　　ない。

　免疫効果の持続は数ヶ月。毎年、接種が
　　必要。孵化鶏卵を使用（卵アレルギーの
　　問題）。
鳥インフルエンザ　H5N1
　1997年　香港で死亡した3歳の男子から　
　鳥インフルエンザウィルスを検出。そ　
　の後主に中国、東南アジアで2009年ま　
　でに440人確認、262人死亡。
鳥インフルエンザのプレパンデミックワク
　チン。鳥インフルエンザのパンデミック
　は起こるか？
細菌性随膜炎
　ヒブワクチン（インフルエンザ菌）
　プレベナーワクチン（肺炎球菌）
はしかワクチン（1978年定期接種、1988年
　三種混合、1995年定期接種中止、任意へ）
　2008年　はしか大流行、殆どの先進国で
　制圧または減少。日本は「はしか」の輸
　出国
子宮頸部癌のワクチン　
　HPV（人パピローマウィルス）

　
細川　洋一　君…大変ですね。みんなで支
　援の輪を広げましょう。
栗田　義博　君…地区大会、参加できずす
　いませんでした。この日は大阪・新歌舞
　伎座へ行っておりました。“琉球ロマネス
　ク・テンペスト”という芝居を見に行っ
　ておりました。芝居の後は楽屋へ行って、
　生瀬勝久さんと談話し写真を一緒にとっ
　てもらいました。ニコニコ…
田辺朱希美　君…本日、男性会員の皆様の
　深い愛が込められた胡蝶蘭の御花を頂き
　ました。大切に大切に育てさせて頂きま
　す。ありがとうございます。田村様、本
　日はようこそお越し頂きとてもうれしく
　思います。ニコニコ
　　　本日の合計　　　　　12,000円
　　　本日までの累計　　 659,000円
　　　　　　　　　　（田中　哲三　記）

◆本日のソング
　「奉仕の精神」
　　　　　　　　　　山本　章太郎　会員

ニ コ ニ コ 箱
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◆出席報告

◆クラブゲスト
　田村　久子　様

◆幹事報告
　　　　　　　　幹事　田辺　朱希美｠会員
＊2680ガバナー事務所より東日本大震災義
　援金についてメールが届きました。ガバ
　ナー会より東日本大震災被災地区に対す
　る義援金のお知らせがきましたので、ガ
　バナー事務所にてとりまとめたいと思い
　ます。
　３月12・13日の地区大会にご出席の方々
　には御無理を申し上げ、605,219円の寄付
　を集めることができました。皆様の善意
　に感謝いたします。この寄付金は2680地
　区とりまとめ分としてガバナー会に送ら
　せていただきます。どうか追加の募金を
　何卒よろしくお願いいたします。
＊熊本水前寺公園ロータリークラブ様より…
　「２月６日私共の創立10周年記念式典の
　際の記録のDVDとCD、又、クラブソン
　グ『水輪百千』の楽譜を送らせていただ
　きます。お手元に置いていただけました
　ら幸いでございます。…
　　　熊本水前寺公園ロータリークラブ
　　　　　　会　　　長　北里　美知子
　　　　　　実行委員長　末吉　希巳子 」
　上記、熊本水前寺公園ロータリークラブ様
　の創立10周年記念式典のDVD、CD、御覧
　になりたい方は、事務所に置いています
　ので事務局の神谷様までご連絡下さい。

◆スポット
「広報・会報委員会よりお知らせ」
　　　　　広報委員会　小山　一子　会員
＊留学生の「胡志武」君から「大地震被害
　お見舞い」が届いていますので、ご披露
　いたします。

宝塚中RCの皆様へ
　この度、日本の東北地方大平洋沖で巨大
な地震が起きました。これにより大津波が

発生し、甚大な被害を受けていることに驚
いております。
　皆様及びご家族の方々の安否をすごく心
配しています。ご無事を祈っています。
　巨大地震の状況は、信じがたいものです。
津波の恐ろしさは創造を絶します。どれだ
けの人が命を落とされたのか、瀕死の状況
なのか、ご家族と離されているのか、本当
に言葉もありません。
　地震で亡くなられた方に心から哀悼の意
と、ご冥福をお祈り申し上げます。多くの
行方不明の方のご無事をお祈り申し上げま
す。
　被災された人々が地震による財産の損失
と目下の困難をいち早く乗り越え、通常の
暮らしにいち早く戻れるよう願っています。
　1995年の阪神・淡路大震災のときに日本
の国民が見せた勇気と力を私たちは忘れて
いません。今回も被災された人々が、いち
早く正常な暮らしに戻れることを信じてい
ます。
　近年、中国でも地震災害が相次ぎ、実際
に災害を身近に感じるようになり、これま
でにも増して、災害へ関心を持つ人が多く
なっています。隣国である日本で起きた最
大規模の大地震に中国の国民も大きな関心
を寄せています。ネットの掲示板やミニブ
ログでは、多くの人は日本と日本の国民へ
お見舞いや応援のメッセージを書き込んで
います。「汶川地震の時に中国がたくさん
の日本人に助けてもらった。今度の日本で
発生した地震に対して、中国人として黙っ
て見るのはいけないと思う。」「四川大地震
のときに日本は応援してくれた。今回は中
国の番だ。」
　まだまだ被害も明らかになっていません
し、これからしばらくはいろいろな影響も
出そうです。余震も心配されます。どうぞ
お気をつけください。

＊先日の毎日新聞（２月25日付け朝刊）に
　「シンシア基金に20万円」と題し、宝塚
　チャリティーゴルフ大会が宝塚市のスポ
　ーツニッポンカントリー倶楽部で行われ、
　主催の同市ゴルフ場協議会（矢野浩臣会
　長）が毎日新聞大阪社会事業団に20万円
　を寄贈した、と報じています。会員の活
　躍が嬉しいので、お報せ致します。写真
　入りで掲載されています。回覧致します

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
3月2日

本　日 30

30

4

3

26

27

20

21 5

76.92

96.30
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　のでご覧下さい。

「リフレッシュエクササイズ　No.226」
　　　　　　　　　　　小山　一子　会員
　未曾有の大震災、皆様ご家族、ご親戚、
関係のお方に被害は如何でしたでしょうか。
お伺いとお見舞い申し上げます。
　今夜もいつものように心身ともにリフレ
ッシュする“にこにこエクササイズ”ご一
緒にどうぞ！
★今夜は、⑨「木立のポーズ」No.1です。
1）足は腰幅の倍に開き、腰を「ありがとう・
　ありがとう」と云いながら叩きます。
2）両手を水平に開きます。
3）右手の平を見て「イーチ」と云いながら、
　右の足の外につき、ヒザを伸ばしたまま
　で手の甲を見、暫く耐えます。
4）ゆっくりと戻し、「ニーイ」と反対を行い
　ます。
5）どちらかより辛かったほうを行い、矯正
　いたし、ゆっくりと戻し、足踏みします。
★倒した時に「ヒザ」が曲がらないように、
　ピンと伸ばします。手はヒザでも足首で
　も良く、無理しないことです。
6）親指を外にし、しっかりとクンバカハし
　て終わります。
★腰痛予防にもなりますし、ウエスト細く
　し、メリハリのあるボディーをつくりま
　す。
★女性の尿もれ、男性の「前立腺肥大症」
　の予防にも効果があります。
　次回をお楽しみに！

ホームページ
http://www.tknakarc.com

　東日本大震災により、原発から漏れ
ている放射線についての計算です。
　国が定めた一般人の年間限界被爆量
は１mSv（1ミリシーベルト）です。
　これを1日当たりに換算すると　　
　１mSv=1000μSv  
　1000μSv÷365÷24＝0.114μSv
となります。つまりテレビ等で「□町
の放射線量は○」という場合の○が
0.114以上であれば、基準値を超えてい
ることになります。

ひとくち2月25日　毎日新聞朝刊より

▲地区大会・懇親会にて。
　柴田ガバナー、福間ガバナー補佐と共に


	1.pdf
	2
	3
	4

