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国際ロータリー2015～16 年度会長 K.R. ラビンドラン 

  

第 2684 回例会 平成 27 年 12 月 11 日（金） 

 

◇ 点  鐘   佐瀬 和年 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      歌唱 

◇ ニコニコボックス 

齊藤 三智夫 会員：10 月からスタートした RLI の講習に神﨑会員

と行ってまいりました。入会1年ということで最初は不安でしたが、

実際行ってみますと、委員長として諸岡会員、設楽会員や石橋会員

など多くの成田クラブの会員の方がディスカッションリーダーとし

ていらっしゃったので、程よい緊張感と安心感の中、無事に Part３

まで受講しピンバッチをいただくことができました。 

 

南日 隆男 会員：二つございます。一つ目は、12 月 1 日から我が

社の国際貢献活動としてマンミャーから技能研修生 15 名を受け入

れました。契約社員で入社し 3 年で日本語とグランドハンドリング

の技術を学びミャンマーに帰り、ミャンマーの航空産業の発展に生

かすということです。25 歳から 30 歳までの男性ですが、非常に礼

儀正しくいい男たちです。玉造の寮で集団生活をし、バスと電車で

通っております。見かけたらうちの社員だと思って声をかけてあげてください。二つ目は、

今週、来年度の新しい路線で成田―武漢線の新規開設を発表します。4 月 28 日からデイリ

ー運行直行便です。武漢は、湖北省の省都であり、地理的には北京・上海・広州・成都な

どの中国主要都市の中心に位置する、人口 1 千万人を超える中部地域最大の都市です。古

くより交通の要衝として発展してきましたが、近年は各種交通インフラも加速度的に整備

されており、中国国内でも有数の経済成長率を誇ります。歴史的には、三国志の「赤壁の

戦い」の舞台として、三国時代に関する旧跡や伝説などの観光資源も多く存在します。 

 

平山 秀樹 会員：３点ニコニコさせていただきます。まず、本日

千葉日報の記事が配付されています。これは新モンゴル高専支援で、

千葉測器さんから測量機器のご寄付をいただいたことについての記

事です。音花会員が作って下さったお礼状を佐瀬会長と千葉測器の

中村会長のお二人が持っている写真が載っています。実は佐瀬会長

の隣には私、中村会長の隣には堀口会員が立っていました。机を動

かしたり、取り直したり大変だったのですが、見事にトリミングされてしまい新聞記事に
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載ることができませんでした。残念です。とはいえ、ご縁をつなげることができて大変嬉

しい限りです。当日、中村会長が所属される千葉ロータリークラブにもメーキャップさせ

ていただきました。新モンゴル高専支援の説明資料として成田ロータリークラブの週報を

持って行ったのですが、三浦・千葉ロータリークラブ会長から絶賛されました。「千葉ロー

タリークラブは成田ロータリークラブを目指している」とまで言われました。黒須さん、

ありがとうございます。２点目、みなさまに会社からカレンダーを送らせていただきまし

た。今年は、チャーリィ古庄さんという成田在住の航空写真家の方のご協力をいただき、

「世界の空港」というタイトルで作りました。古庄さんは世界で最も多くの航空会社に乗

った人としてギネス記録を持っていらっしゃいます。表紙が成田空港の全景で、１枚目が

ラスヴェガス空港とか、いろいろな想いを込めてくりました。ご覧いただけるだけでも光

栄です。３点目、日本生命さんの外交の方が配られる全国版の「企業情報」という冊子に

載せていただきました。本日、レターケースに入れていただきました。一支社で一社の推

薦枠だと聞いています。大変名誉なことです。これは、ロータリーを通じての音花会員と

の友情も２割くらいはあるかと想います。が、それ以上に、今回私どもが成田支社さんで

日本版４０１Ｋ、確定拠出型年金に入らせていただいたことが大きいのではないかと想っ

ています。いまから７、８年前、適格年金制度が廃止される時に平山建設の退職金制度を

どうするか悩んでおりました。その時はまだ確定拠出年金（DC）は使い勝手があまりよい

とは言えませんでした。また、なにより自分の主たる退職金・年金の運用に社員を一喜一

憂させてはならないと考えました。そこでいろいろ探したところ、日本生命さんが５０人

程度の事業所でも個別の確定給付型（DB)退職金・年金の運用をしていただけることがわ

かり加入させていただきました。今年、昨今の御多分に漏れず建設業厚生年金基金が解散

するということになりました。その、受け皿をどうしようかご相談申し上げたところ、実

に的確に日本生命・千葉銀行の共同商品の確定拠出年金制度（DC）をご紹介いただきまし

た。以前検討した時からは金額、使い勝手ともに飛躍的に良くなっていました。日本生命

のみなさん、音花支社長のご対応、今回の掲載に心から感謝申し上げます。 

 

音花 昭二 会員：平山会員におかれましては、弊社の事業、取組み

をご紹介頂き、恐縮でございます。有難うございます。お話し頂いた

「経営情報『元気カンパニー』」につきましては、私どもは全国でご当

地の企業様にお世話になっておりまして、まさに「元気な企業」のお

取組をご紹介することで「元気」をお届けしようとの趣旨でやらせて

頂いております。今般、平山会員の御会社にも掲載ご協力頂き有難う

ございました。今後も地域の皆様にお役に立つ情報をお届けして参りたいと存じます。 

 

◇ 会長挨拶    佐瀬 和年 会長 

今週の月曜日、千葉ロータリークラブへご協力に対するお礼の

ご挨拶に行ってまいりました。 

モンゴルへ行ったとき、手土産としてお持ちした測量機器をご

提供くださいました千葉測器さんへお礼の手紙をお渡しするお役

目を果たす事が最も大きな目的でした。礼状は、国際奉仕リーダ
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ーの音花さんがしたためた書簡です。私は本当に取り巻きの方々に恵まれております。感

謝です。またその折、千葉日報社からの取材を受けました。只今各テーブルにありますコ

ピーがその記事です。とっても貴重な経験をさせて戴きました。 

 千葉ロータリークラブで感じた事を申し上げます。 

10 月 9 日、ガバナー公式訪問の際同行された千葉ロータリークラブの三浦会長は、成田

ロータリークラブの例会の在り方に心を動かされて、「今日から千葉ロータリークラブも例

会前に食事を済ませ、例会中は集中してミーティングを行えるようにしました」「成田ロー

タリークラブを見習わせて戴きます」と、大変うれしいお言葉を頂戴いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 委員会報告 

・ロータリー財団    近藤 博貴 リーダー 

 11 月 27 日の例会で、ロータリー財団関係の話合いがありました

が、その結果を本日の週報に掲載しましたのでご覧ください。ポイ

ントを利用して寄付される意向の会員がいらっしゃいましたが、12

月の為替レートは 1 ドル 120 円ですから、現金 6 万円を拠出してい

ただき、500 ポイント 6 万円分を利用すれば 1,000 ドルの寄付がで

きます。 

 手続きはロータリー財団の書式２枚に私どもが必要事項を記入しますので、１枚の書類

には寄付される会員の署名を、もう１枚にはポイントを提供される会員の署名をしていた

だければ済みます。意外に面倒な手続きと考えていましたが簡単でした。 

 

・国際奉仕    音花 昭二 リーダー 

国際奉仕から取組の現状につきましてご連携申し上げます。 

先ほど、佐瀬会長からもモンゴル支援に関する直近の動きについてお

話がございましたが、今後の支援の内容につきましては、本日例会前

に、会長、幹事、奉仕プロジェクト委員長、国際奉仕リーダー、サブ

リーダー、そして次年度の会長、幹事にもお入り頂いて、議論頂いて

おります。 

本日のところは、２月５日にシルネン氏が来成される予定もあり、改めて先方のご要望も

確認しつつ、次年度以降にも関わる取組みとなりますので、その点も見据えた上で方針を

固め、皆様のご理解を得ながら進めていこう、ということになりました。 
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次回は１月１５日例会終了後、委員会を開催し再度議論させて頂く予定となりましたので、

関係者の皆様はご参集方宜しくお願い致します。 

・社会奉仕     佐藤 英雄 リーダー 

奉仕プロジェクトを中心とした記念事業としてラテン音楽のコンサ

ートを 6 月 5 日に開催いたします。本日例会終了後、役割分担につい

て詰めていきたいと思っておりますのでご出席よろしくお願い致し

ます。 

 

・55 周年特別委員会    矢島 紀昭 委員長 

例会前、第 2 回目の委員会を開催いたしました。内容は 55 周年記

念の予算についてです。予算は 1 月の理事会で決定。それに沿って

事業を進めていきたいと思います。記念誌につきましては、エリー

ト情報に依頼。内容的には B5 見開きの内容。記念パーティーは、5

月 20 日、ＡＮＡクラウンプラザホテル。内容は未定。皆様方のご協

力、宜しくお願いいたします。 

 

◇ 幹事報告  深堀 伸之 幹事 

≪回覧≫ 

・週報  八街ロータリークラブ 

・例会変更  冨里、印西、佐原ロータリークラブ 

・職業奉仕月刊 リソースのご案内 

・各出欠表 

・国際ロータリーより、ロータリアン配偶者／パートナー奉仕功労者の推薦依頼 

・2016-17年度 ガバナー公式訪問の複数クラブ合同開催推進について 

・第 15回 ロータリアン芸術祭作品出展のお願い 

・第 5回 日台ロータリー親善会議のご案内 

・ＲＭＣＣ2790 第 2回二輪車ツーリングのご案内 

 

◇ テーブルディスカッション 

『疾病予防と治療』 

浅野 正博 会員 

ロータリーの「疾病予防と治療」では、「予防接種の研究」や「きれいな飲み水の確保」、

「衛生設備の整備」などの取り組みがありますが、本日の例会ではその中の「予防接種」

について皆さんでディスカッションをしていただきたいと思います。 

 

１. 世界の感染症の状況について 

・世界には予防可能な感染症で命を落とす子供達が数多くいます。 

 開発途上国における感染症による死亡率は下がり続けていま

すが、世界では未だに１日４,０００人の子供達が、ワクチンが
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ないために命を落としています。 

 

２. 感染症とは？ 

・子どもたちの命を脅かす六大感染症（ポリオ、はしか、結核、ジフテリア、百日咳、

破傷風）は、定期予防接種の普及により、日本での発症例は非常に少なくなりましたが、

ワクチンが調達できない開発途上国では、感染者の命を奪ったり、深刻な後遺症を残し

たりするなど、いまだに大きな脅威となっています。また、感染症の脅威はそれだけで

はなく、グローバル化が進んでいる現在、国境を越えて人の健康や生命を脅かし、ひい

ては社会全体に深刻な悪影響を及ぼしうるのです。  

３. 開発途上国の状況 

・ここでは、５歳未満児の死亡率に絞ってお話しします。 

○ミャンマー  51/1000 

○ラオス        71/1000 

○ブータン      36/1000 

○バヌアツ      17/1000 

○アフリカ      92/1000 

○アンゴラ     167/1000 

○日本           3/1000 

○ルクセンブルク 2/1000 → 世界一低い 

４. 日本の予防接種 

・日本では、乳児期から病気に対する免疫力をつけるため、ワクチンを投与することが、

予防接種法で義務付けられています。（別紙参照）しかしながら、予防接種法で義務付

けられているものだけでは、予防できないものもあり、任意に予防接種をすることが望

ましい。 

５. 現在、学校や幼稚園で流行しやすい感染症について 

・インフルエンザなどの流行性のある感染症は、学校で拡散すると言われています。 

小学校や幼稚園から帰ってきた子供が、今日はなんだか元気がないなぁ…と思っていたら

突然の発熱。 

 近所の病院では、「◯◯学校の◯年生で集団感染がおきたらしく学級閉鎖になっていま

すよ」と聞いたばかり。 

 これはもしかして、うちの子も感染症にかかってしまったのでは？と不安になり直ぐに

病院へ。 

 忙しい毎日の中で、これは別に珍しい事でもありませんね。 

 朝はいつも通り出勤したけれど会社に着いてしばらくすると、どうも熱っぽい気がする

… 

 そこでふと、娘が昨日確かインフルエンザで学校休んでいたけど…これってもしかして

… 

 このような二次感染の不安を抱えることも良くあることですね。 
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病名 
広まる
時期 

潜伏期間 発症期間 症状 予防接種 

アデノウィルス 夏場 ５〜７日 ３〜５日 
☆咽頭炎(のどの腫れ･痛み) 
☆結膜炎(目ヤニ・目の充血) 
☆高熱(38度～40度近い高熱) 

なし 

ノロウィルス 冬場 １〜２日 ２〜３日 

☆吐き気症状 
☆嘔吐症状 
☆発熱症状(高熱が出ることは稀で
す) 
☆腹痛症状(チクチクさすような痛
みがでる場合もあります) 
☆下痢症状(赤ちゃんは水のような
うんちがでます) 
☆嘔吐下痢症状に伴う脱水症状 

なし 

インフルエンザ A 冬場 １〜２日 ３〜５日 

☆発熱（３８度～４０度近い熱が出
ます） 
☆さむけ・悪寒 
☆ふるえ症状 
☆頭痛 
☆めまい 
☆全身の強い倦怠感 
☆強度の関節痛 
☆筋肉痛・筋肉の熱感 
☆腰痛 
☆上気道炎 

有り 

インフルエンザ B 春先 ２〜３日 ３〜５日 

☆胃炎 

☆上気道炎 

☆気管支炎 

☆発熱(38度～40度近い熱が出ます) 

☆さむけ・悪寒 

☆ふるえ症状 

☆咳 

☆痰がからむ 

☆頭痛 

☆全身のだるさ・倦怠感 

☆関節痛 

☆筋肉痛 

☆腰痛 

☆体重の減少 

 

有り 

おたふく風邪 通年 10〜20日 7日前後 

☆高熱(38度以上、但し発熱が発現し
ないケースもある) 
☆耳下腺の腫れ(耳の付け根から頬･
顎にかけての部分) 
☆首の痛み(初期症状に多い) 
☆頭痛(初期症状に多い) 
☆腹痛(稀に膵炎を発症する) 

有り 

はしか 
春から
夏 

9〜12日 7日前後 

★発熱(38度前後の熱が出ます) 
★咳(上気道炎症状) 
★鼻汁 
★目の充血(結膜炎症状) 
★コプリック斑(口腔内に小さな白
色の発疹が発現) 

有り 

水疱瘡 
冬場か
ら初夏 

10〜20日 2〜7日 

☆発熱・倦怠感・頭痛・腹痛 
☆赤い発疹が顔や首に出現 
☆発疹が水ぶくれに変化 
☆水ぶくれが白い膿をもつ 
☆乾いてかさぶたに変化 

初感染 
→水疱瘡 
再発 
→帯状疱疹 

有
り 
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これからの時期、流行りやすい感染症を出してみましたが、これを参考にしていただきそ

れぞれのテーブルで予防についてディスカッションをしていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 

◎Ａテーブル   発表者 菊地 貴 会員 

手洗い、うがいをきっちり、人ごみにはいかない。マスクをする。基

本的な話で終始。 

質問事項として、肺炎球菌や老人の予防接種はいつ頃が良いのか？ 

 

◎Ｂテーブル   発表者 平山 秀樹 会員 

堀口会員の奥様は看護師さんで、家に帰ると動線が管理されているそ

うです。サイクル感染がないように、必ず家に帰ったら、うがい、手

洗いの徹底。手洗いも手首まで洗うそうです。諸岡会員の会社でも、

入口でブラシを使い指先まで洗う、エアーシャワーを浴びるなど徹底

されているそうです。なるほどと思ったのは、「具合の悪い人には休

めとトップが言う！」これは大原則だそうです。間違っても「少しぐらい具合が悪くても

出て来い！」とは言わないように。浅野会員と堀口会員は幼児教育のプロですが、幼児に

対する工夫として（幼児にはうがい、手洗いには限界があるので）、水を飲ませる。水は吐

き出すのかと思っておりましたが、胃酸があるので、うがいと同じ効果があるそうです。

大変参考になりました。 

 

◎Ｃテーブル   発表者 角田 幸弘 会員 

インフルエンザワクチン、肺炎球菌のワクチンを打たれた会員がお

られまして、ワクチンを打つと非常に体がだるい。これは何故だろ

う？年齢がいってからワクチンを打つと特に症状がひどい。ロータ

リーでグローバル補助金というのがあるが、それをポリオ、エイズ、

マラリア撲滅のために高度な技術を集積している技術者に資金提供

し、発展途上国のこれらの病気を早く撲滅できるように、安く提供できるように努力をし

ている。基本的には、感染した人は他には広げない。病気に対する知識を植え付けること

も大事である。 

 

◎Ｄテーブル   発表者 齊藤 三智夫 会員 

うがい、手洗いの徹底、肺炎球菌のワクチンはどの時期がベストか？ 

不特定多数の人が集まるところではどういう風に気をつけているの

か？という質問に対し、後藤会員から、社員がかかったら、熱が下が

っても診断書がないと職場復帰はさせないというお答えを頂きまし

た。京葉銀行の小坂会員からも同じ対応をしているということで、予

防接種を受ける時は会社から補助金を出しているそうです。企業を含

めて取り組まれているということでした。 
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◎Ｅテーブル   発表者 高橋 晋 会員 

予防の為に疲労を残さない。ストレスをなくす。高齢者は予防接種、

ワクチンを打ってかからないようにする。お酒を飲み過ぎると無理

してしまうので、飲み過ぎない。 

 

【講評】   橘 昌孝 会員 

各テーブルで素晴らしいご意見が出されておりました。資料の中で代

表的な感染症の基本再生産数ということで出ております。 

百日咳は一人かかると、12 人から 17 人かかります。麻疹も 12 人か

ら 18 人、水痘も 10 人から 12 人。しかし SARS や MERS は感染す

る力は非常に弱い。ただ死亡率が高いために騒がれます。予防接種を

やることによって、他の人たちに感染させない。インフルエンザの予防接種も会社の補助

など基本的なことをやっていただかないと感染を抑えることは難しいです。ワクチンをし

てもかかりますが、症状が軽くて済みます。もうそろそろワクチンも終わりになりますが、

早めの対策が重要です。肺炎球菌は 65 歳以上が対象です。5 年ごとで成田市は補助が出ま

す。登録しておけば、健康福祉館で安く行う事が出来ます。 

 

◇ 点  鐘   佐瀬 和年 会長 

 

※１２月１０日、第９分区事務局会議が、伊藤仁ガバナー補佐主催、鈴木、畠山補佐幹事
同席の下、当クラブ会員である菊屋さんで開催されました。 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

諸岡靖彦 会員 12 月 1 日 松戸西ロータリークラブ  

諸岡靖彦 会員 12 月 9 日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

深堀 伸之、高橋 晋、石川 憲弘、小宮山 四郎 

佐久間 高直、吉田 稔、堀口 路加、日暮 俊久 

小寺 真澄 各会員 

12 月 9 日 そば同好会 

佐瀬 和年、深堀 伸之、設楽 正行、吉田 稔 

橘 昌孝、後藤 敦、矢島 紀昭、菊地 貴 

石橋 菊太郎、佐藤 英雄、神﨑 誠、音花 昭二 

各会員 

12 月 11 日 社会奉仕委員会 

佐瀬 和年、深堀 伸之、矢島 紀昭、長原 正夫 

八田 光雄  各会員 
12 月 11 日 ５５周年記念委員会 

神﨑 誠、後藤 敦 各会員 12 月 15 日 第２回空港周辺道路美化運動 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６３ ６２ ４０ ２２ ６４．５２％ ７７．４２％ 

事務局 〒286-0127 成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 


