2015～16 年度 国際ロータリーテーマ
「 世界へのプレゼントになろう（ Be a gift to the world ）」
RI 会長 K.R.“ラビ”ラビンドラン
2015～16 年度 関ロータリークラブテーマ
「 ONE FOR ALL ，ALL FOR ONE 」
第 50 代会長 藤井 淳

第 2398 号
前例会の記録 第 2397 回 12 月 15 日（火）12：30
「年次総会」
◆開会点鐘
◆「我らの生業」斉唱
◆ビジター紹介
米山奨学生 呉紅玲様
◆会長挨拶 藤井淳
本日は予防接種についてのお話をした
いと思います。予防接種とは、麻疹（は
しか）や百日咳のような感染症の原因
となるウイルスや細菌、または菌が作
り出す毒素の力を弱めてワクチンを作
り、これを体に接種して、その病気に
対する抵抗力（免疫）を作ることです。
全ての感染症に対してワクチンが作れ
るわけではありません。細菌やウイルスの性質によっ
て作れないものもあります。ワクチンは、生ワクチン
と不活化ワクチンの 2 種類があります。生ワクチンは、
生きた細菌やウイルスの毒性を弱めたもので、接種す
ることによって病気に罹った場合と同じように抵抗
力（免疫）ができます。MR（麻疹風疹）混合ワクチン、
BCG、水痘（水ぼうそう）
、ロタウイルス、おたふくか
ぜワクチンがこれに相当します。接種後から体内で毒
性を弱めた細菌やウイルスの増殖が始まることから、
発熱や発疹などの軽い症状が出ることがあります。十
分な免疫力ができるのに約 1 ヶ月かかります。不活化
ワクチンは、細菌やウイルスを殺し抵抗力（免疫）を
作るのに必要な成分を取り出し、毒性を無くして作っ
たものです。百日咳・ジフテリア・破傷風・不活化ポ
リオ（DPT-IPV）混合ワクチン、ジフテリア・破傷風
（DT）混合ワクチン、日本脳炎、インフルエンザ、ヒ
ブ（Hib：乾燥ヘモフィルスｂ型）
、小児肺炎球菌、ヒ
トパピローマワクチンがこれに相当します。不活化ワ
クチンは、体内で細菌やウイルスが増殖しないため、
数回接種することにより抵抗力（免疫）ができます。
一定の間隔で 2～3 回接種し、最小限必要な抵抗力（基
礎免疫）ができた後、約 1 年後に追加接種をして十分
な抵抗力（免疫）ができることになります。ワクチン
接種の間隔ですが、先に生ワクチンを接種した場合、
27 日（4 週間）以上の間隔をあけて別のワクチンを打
ちます。先に不活化ワクチンを接種した場合は 6 日（1
週間）の間隔を空けて別の種類のワクチンを打ちます。

平成 27 年 12 月 19 日（土）
（同じ曜日に接種可）また同じ種類のワクチン接種の
間隔は、各々異なりますので注意が必要です。インフ
ルエンザワクチンは 13 歳未満の子供には 2 回打つこ
とになっています。インフルエンザワクチンは不活化
ワクチンですが、接種間隔は 2～4 週間（4 週間が望
ましい）とされています。その他、成人用肺炎球菌ワ
クチンは、
65 歳から 100 歳までの 5 歳刻みの年齢
（70、
75、80、、、
）に接種できるワクチンです。自費であれ
ば、この年齢以外でも接種は可能です。ワクチンを接
種する大切な目的として、次の 3 つをあげることがで
きます。①自分がかからないために②もしかかっても
症状が軽くてすむために③まわりの人にうつさない
ために ①と②はワクチン接種を受ける本人のため
の目的です。ワクチンが「個人防衛」と呼ばれる理由
です。③は自分のまわりの大切な人たちを守るという
目的です。妊婦さんや、おなかの赤ちゃんにうつてし
まったら大変です。ワクチンの「社会防衛」と呼ばれ
る一面です。つまり、「１人はみんなのために、みん
なは１人のために」、ワクチンを打つべきと考えられ
ます。これは今年の掲げたテーマ「 one for all , all
for one 」と同じことが、ラグビーだけでなくワクチ
ン接種でも重要になります。麻疹ワクチンの接種は現
在は 2 回接種が基本ですが、日本では 2006 年度まで
1 回接種でした。そのためか某（帝京）大学で麻疹が
流行して大学閉鎖になったことがあり、マスコミでも
放送されました。その頃より大学の入学手続きでは、
MR（麻疹・風疹）ワクチンを 2 回接種していることの
証明書（母子手帳で OK）もしくは麻疹ウイルス抗体
価の提出を求める大学が多くなりました。2007 年８
月から９月にかけ米国で流行した麻疹の感染源が、米
国に遠征試合に出掛けた日本の少年野球の選手（１２）
だったことが、疾病対策センター（ＣＤＣ）の報告書
で明らかにされています。ＣＤＣは昨年ミシガン州な
どで流行した麻疹について、感染経路を追跡したとこ
ろ、８月に開かれた野球大会「リトルリーグ・ワール
ドシリーズ」に参加した日本人少年から少なくとも 7
人に感染していた、と報告しています。また同じく
2007 年 5 月 30 日産経新聞では、次のような報道があ
ります。修学旅行でカナダを訪れた東京都内の高校生
ら１３１人（教員２人）のうち、１人の女子生徒が麻
疹の症状を示し、バンクーバーの病院に入院しました。

日本総領事館によると、一行は２４日に東京からバン
クーバーに到着。２７日に女子生徒が発熱を訴えたた
め病院で診察したところ、麻疹に感染していることが
分かり、同日入院しました。他の生徒らは２８日にロ
ッキー山脈で有名なバンフに到着したが、地元保険当
局の指示で同日はホテルで待機、抗体検査を受けまし
た。検査で抗体のなかった４１人は予防接種を受け、
２９日から観光は続けられました。しかし麻疹の潜伏
期間は 10〜12 日間あるため、検査で抗体のなかった
41 人は、帰国便の搭乗を拒否され、待機させられま
した。その後発症がないことを確認されてから帰国し
たようです。このような事件が続き、日本は麻疹輸出
国として、国際的に不評を買ったため、2007 年から
遅まきながら麻疹ワクチンの 2 回接種が始まりまし
た。１回目は１歳から２歳まで、２回目は小学校入学
前の年長児に打つことが、義務づけられています。こ
のため 12 歳の少年や女子高生は、２回目の接種を受
けていなかったと考えられます。皆さんの身近な方の
お子さんでワクチン未接種の子供さんがいないか、確
かめて頂き、もしワクチン接種年齢に達しているのに
未接種な子供さんがいた場合は、ワクチン接種の重要
性を保護者の方に説明して頂きたいと思います。
2015 年度 年次総会
定足数の確認報告のあと、議題が承認され滞りなく終了致しました

◆次期会長挨拶 今峰徹
本日は、格式ある関ロータリーの次
期会長に御承認いただき誠にありがと
うございます。しかも 50 周年という記
念すべき時で、至上の光栄ですが、こ
の重責は中途半端なものでないと覚悟
いたしております。最優先事項は、50
周年事業があります。50 周年記念事業
準備委員会会長の早川力先生、藤井会長、高井、酒井、
清水パスト会長をはじめとした準備委員会の皆様だ
けでなく、ロータリークラブ全員のお力添えを頂かな
くては成功いたしません。大変お忙しいと存じますが
50 周年記念事業成功に向けてよろしくお願いいたし
ます。50 周年事業としては、平成 29 年 5 月 21 日、
早川記念事業委員会会長の発案で、櫻井よしこさんの
記念講演会を企画いたしました。記念事業は補助金事
業として安桜山公園遊歩道西側の階段部分に手すり
をつけ、2 カ所にテーブルとベンチを置く計画をいた
しております。来年度のテーマは、単純に和言葉で「お
もいやり」にいたします。思いやりとは、相手のこと
をよく理解し、善かれと思うことを行い、見返りを求
めない。これは、良好な人間関係の基本であり、我々
ロータリーの親睦・奉仕の精神の一つです。商売上も
結構重要と思っております。取引先の希望を十分理解
し、取引先の希望する以上の商品に仕上げ、先方に喜
んでいただく。自分の仕事に置き換えますと、患者様
が来られ、患者様が十分満足される治療を行い、そし
て喜んでいただく。ここには、見返りを求める心がち
らちら見え隠れしていますが、これにより信用が生ま
れ、顧客との win-win 関係ができ上がります。最後
に、来年 7 月からの 1 年間 大澤副会長、池村幹事と
ともに自分なりに精一杯頑張りますのでよろしくお
願いいたします。これで会長エレクトの挨拶といたし
ます。
◆次期副会長挨拶 大澤竜一
次期、副会長を務めさせていただき
ます大澤です。伝統ある、この関ロー
タリークラブの副会長ということで
私が務まるかどうかという不安、そし
て関ロータリークラブ 50 周年という
節目の年でもあり、精一杯全う出来る

よう頑張る所存でございます。今峰会長、池村幹事と
ともに、50 周年記念事業が大成功で終えることが出
来るよう、サポート出来ればと思っております。最後
に、50 周年記念事業は皆様の多大なるご協力が無け
れば成功はあり得ません。是非、ご協力いただけます
よう、宜しくお願い申し上げます。
◆次期幹事挨拶 池村真一郎
この度、栄えある関ロータリークラブ
50 周年の幹事を務めさせて頂きます池村
です。幹事という大役を務めさせて頂く
ことになり大変光栄です。感謝申し上げ
ますとともに、責任の重さを感じており
ます。今回欠席することになり大変ご迷
惑をお掛けし、誠に申し訳御座いません。
50 周年に向けて全身全霊で臨みますので、どうかよ
ろしくお願い申し上げ挨拶の言葉に代えさせて頂き
ます。
◆委員会報告
◎ニコボックス委員会 委員長 掛布真代
会長・副会長・幹事の皆さん・・・総会お疲れ様でした。
私ども藤井丸も今日で折り返し、残り半年気を引き締
めて頑張ります。次年度三役様、就任おめでとうござ
います。いろいろ準備大変かと思いますが頑張って下
さい。
次期会長・副会長・幹事の皆さん・・・年次総会にご出
席いただきありがとうございます。本年度三役の皆様、
いよいよ折り返しです。残り半年間頑張ってください。
次年度もぼちぼち始まりかかっています。本年度に負
けないように頑張っていきます。
山村、野口、清水（善）、長尾、常川、後藤、西本の皆
さん・・・現三役の皆さん、折り返し地点です。あと半
年もよろしくお願い致します。次年度三役さんもあと
半年後に迫って参りました。期待しております。
土屋佳久さん・・・日曜日のゴルフコンペで優勝させ
ていただきました。前回も含めて 2 連勝ですが、2 回
とも 7 名の参加でしたので喜びは半減です。次回は多
くの参加のもとに優勝したいですので、後期はメンバ
ー増員を期待しております。
岩倉宏幸さん・・・12/13（日）のゴルフ会コンペと忘
年会に参加ありがとうございました。残り半年のメン
バーも募集していますのでよろしくお願いします。
笠野一美さん・・・主人の誕生日にバースデーカード
をありがとうございました。
林昇さん・・・この度、青協建設後藤さんのお力添え
で店舗兼住宅を東田原 ２４８バイパス大杉交差点東
に２００ｍの地点に建設いたしました。12 月下旬引
き渡し 1 月引越し予定です。お近くにお越しの際は、
ぜひお立ち寄りください。
◆幹事報告
◎例会終了後「臨時理事、役員会」開催
◆12 月ゴルフ会
日時：12 月 13 日（日） 9：30 スタート
場所：岐阜セントフィールドカントリー倶楽部
優勝：土屋佳久さん
次例会のご案内
1 月 9 日(土)18：30
「新年互礼会」
於：みね家
担当：会長、幹事、親睦活動委員会
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

例 会：毎週火曜日 12：30（第 3 週は水曜日に 18：30）
例会場：岐阜県関市本町 6-20 大垣共立銀行関支店2Ｆ
事務局：岐阜県関市平和通 7-10-25 アメリア

