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2015 年 5 月のロータリーレートは１ドル＝ 118 円 2015 年 地区大会は 10/24 ～ 10/25

金沢百万石

LIGHT UP ROTARY ロータリーに輝きを 2014 ～ 15 RI 会長 黄其光 Gary C.K.Huang（台北 RC）
ふるさとを育み 世界平和へ 2014 ～ 15 2610 地区カバナー 永田 義邦（高岡 RC）
多様性と団結力を活かして楽しく活動する ~みんなちがって みんないい 会長 宮永満祐美

点 鐘
国 歌 『 君が代 』

ロータリーソング 『 奉仕の理想 』

四つのテスト

宮永満祐美会長 挨拶 皆さん こん

ばんは 高崎ロータリーとの交流 お

疲れ様でした。また 水野工房見学会

も さらに オープンロータリーもありがとうございま

した。集中しましたが、それぞれ参加された皆様がとても喜んでいただけたと思います。高崎ロータリークラブの

会長から お礼状が届いています。ここで ご披露します。

「宮永会長様 金パスト会長様 この度は大変有り難うございました。 訪問した会員一同に成り代わり謝辞を申

しし上げます。石丸先生ご夫妻、藤間勘菊先生などにもお会いできて大変うれしく思います。これからもいろいろ

と交流して行きたいと願っています。時会は、また会員を募り、香箱カニの旨い季節にでもお伺いしたいね、との

話があります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。貴クラブのますますの発展と会員の皆様のご活躍を祈

念しております。6/1 高崎ロータリークラブ会長 田中久夫」

皆さんのおかげで いろいろ行事ができ 私達の任期の最後の月になりました。あと一か月 がんばります 皆

さんもよろしくお願いいたします。

ゲストのご紹介

〔卓話者〕農事組合法人 ラコルト能登島 専務理事 洲崎 邦郎（すざき くにお）様

ビジターのご紹介 七尾みなとＲＣ 佐味 貫義(さみ つらよし)様

今月の誕生者の紹介

１５日生まれ 川 きみよ（かわ きみよ） 会員

１６日生まれ 魏 賢任（ぎ けんにん） 会員

１７日生まれ 永原 源八郎(ながはら げんはちろう)会員

《 食 事 》
幹事報告

井口千夏幹事：来週の例会場は３ F「ルミエール」に変更です。（卓話者：

横山まさこ様、テーマ：参勤交代の道を通った奥方たち）

・来週は例会終了後、理事役員会がありますので、今年度並びに次年度の理事役員の方はご出席をお願

いします。

ニコニコＢＯＸ ¥13,000- 本年度 ¥522,002- 残高 ￥ 5,965,417-
宮永満祐美会長：洲崎様本日はようこそ。皆様、オープンロータリー・水野工房見学会・高崎 RC
との交流会と連続 おつかれ様でした。ありがとうございます。

井口千夏幹事：洲崎様本日はようこそ百万石へ。卓話よろしくお願いいたします。

魏ｴﾚｸﾄ：皆さま、こんばんは。先週の姉妹クラブ 高崎 RC との合同例会にご出席の皆さんお疲

れさまでした。

水野陽子会員：先日の工房訪問では多くの皆様においでいただき有難うございました。その時

頂戴しました謝礼をニコボックスさせていただきます。

Kanazawa Hyakumangoku
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5/30 例会出席率 21/37 56.75 ％

4 月の平均出席率は 68.5 ％宍 戸 紀 文 SAA
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講話の時間 「ならんこともないやろ能登島にオリーブ project」
農事組合法人 ラコルト能登島 専務理事 洲崎 邦郎（すざき くにお）様

紹介者：宍戸会員

【プロフィール】１９５９(昭和３４)年３月７日、金沢生まれ

星稜高等学校を経て、京都外国語大学卒業。その後、金沢に戻り、金沢国際ホテ

ルに就職。私のホテルマンとしての始まりである。その後、ホテル日航金沢の開

業準備室にフロント課の責任者として着任し、開業後、初代フロント課長として、金沢を

訪れるお客様に金沢での快適な時間を提供。部下の育成に努める。2007 年秋、兼六園近く

の小さなホテルの開業に関わり、営業の責任者として、北陸三県を駆け回り、営業活動に

専念する。2010 年春、心機一転、「これからは第一次産業が見直され、急速にそこへ回帰す

る」と考えるようになり、農業への関心が高まり、七尾市出身の親友の手助けで、能登島

での活動が始まる。2010 年 10 月末に曲地区の海が見える傾斜地にオリーブの苗木２０本を

定植。2011 年 6 月、農事組合法人ラコルト能登島を設立。代表理事とともに稲作、イタリ

ア野菜、オリーブの栽培等を行う。能登島を「オリーブの島」にするべく、【ならんことも

ないやろ能登島にオリーブ】プロジェクトを展開中! 現在、半浦地区の畑に 1 ２０本のオ

リーブを栽培する。

【卓話概略】

兼六園のそばのホテ

ルで営業をしている

頃、農業との出会い

があり、七尾の方の

力添えで能登島にて

農業を行うこととなりました。以来 4 年間、能登島をオリーブの島にした

いとの熱い想いで活動を続けています。能登島オリーブの会という任意団

体を核に島で皆さんとオリーブを定植したり、金沢や七尾で食事会を実施

したり交流事業も盛んに行い、多くの支援者を得ることができました。また、栽培技術を小豆島に求め、ネットワ

ークも広がりました。このような活動を通じて能登島での農業の可能性を追求していきます。

点 鐘

理事・役員会の開催について 幹 事 井 口 千 夏

日 時 ： ６月１１日(木) 例会終了後 場 所 ： ホテル日航金沢 ５Ｆ「松竹」の間

議 件 ： 1. 今年度決算見込みについて

2. 日台親善会議について

3. 次年度予算（案）について

4. 青少年交換（短期アメリカ・日韓）について

5. その他

クラブフォーラム開催について 副幹事 大 路 孝 之

日 時 ６月１８日（木） 19:00 ～例会 19:30 ～クラブフォーラム

場 所 ホテル日航金沢 ５Ｆ「松竹」

議 題 ①次年度事業計画について

②次年度予算について

その他 各委員会の小委員長さんよりお話いただく予定ですのでお含みおき願います。

パストガバナーからの手紙 223 回 2015.6.11

手強いポリオウイルス （End PoLio Now ？） 炭谷 亮一

過去 10 年ほど、世界のポリオ撲滅運動はモグラたたきゲームに似た最終局面にある。ウイルス根絶まであと少

しに追い詰めたと思ったら、ひょっこり別のところに出現するという具合だ。ポリオ根絶までもう一息となった現

在、油断のならない別の脅威が浮上している。隠された感染源がすぐ目の前に存在している可能性があるのだ。

ポリオの最後の隠れ家となっているのは「慢性排菌者」だ。免疫系の働きが弱いため、子供の頃に投与された経

口ワクチンに含まれていた弱毒化ポリオウイルスが体内で生き続け、長年にわたって腸や上気道から排出され続け

る。健康な子供ではワクチンに反応して生じた抗体がウイルスの増殖を止め、感染に対する免疫を獲得するのに対

し、慢性排菌者はこのプロセスが不完全に終わり、大量のウイルスを排出し続ける。経口ワクチンの弱毒化ポリオ

ウイルスは変異によって病原性を取り戻す可能性があり、これに感染するとポリオ特有の麻痺を生じるだろう。こ
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の可能性は 1990 年代半ばに広く認識されるようになり、関係者に大きな衝撃を与えた。

英国立生物学的製剤研究所（NIBSC）の副所長マイナー（Philip Minor）は以下のような生物医学的悪夢を思い

描いている。野生株のポリオウイルスが絶滅し、各国がワクチン接種を削減する。ある慢性排菌者がワクチン接種

を受けていない赤ん坊にキスし、その子が保育所に行く。「そして一大事になる。そこいらじゅうによだれを垂らし

て、ウイルスをまき散らす。つまり先進国からポリオが復活する可能性があるわけだ」。

同じことは発展途上国でも起こりうる。かつて免疫不全の人は低所得国では長生きできないと考えられていたが、

途上国でも医療体制の整備が進み、状況が変わってきた。2009 年、その 5 年前にポリオ経口ワクチンを投与されて

いたインドの 11 歳の免疫不全の少年がポリオによる麻痺を発症した。それまで、この少年が慢性排菌者であること

は気づかれなかった。

慢性排菌者はふつう本人が発症して初めて特定されるので、それまで何年も密かにウイルスをまき散らしてしま

う。だが幸い、そうした例はまれだ。世界保健機構（WHO）で「世界ポリオ撲滅イニシアチブ」を統括しているシ

ャター（Roland W.Shutter）によると、同イニシアチブはワクチンウイルスの排出を止める薬の開発を促している。

現在、いくつかの有望な薬の開発が進行中だ。

ただ、そうした薬も慢性排菌者が特定されないと役に立たず、この特定が容易ではない。フィンランドとエスト

ニア、イスラエルの研究者が都市下水を監視し、ウイルス排出者の存在に目を光らせてきた。多くの試料に慢性排

菌者からのウイルスを発見したものの、個人の特定には至っていない。医師にかかっている免疫不全患者なら受診

記録から追跡可能だが、これら隠れたウイルス排出者はそうした患者ではないのだろう。自分が免疫不全であるこ

とにまったく気づいておらず、専門的な治療を受けずにいるのかもしれない。

End PoLio Now．実現の為の出口戦略は以下の実行あるのみだ。

ワクチンの出口戦略

子どもたちをポリオから守るために、これまで主に 2 種類のワクチンが使われてきた。生きたウイルスを弱毒化

して利用する生ワクチン（経口ワクチン）と、死滅したウイルスを使った不活化ワクチン（注射用ワクチン）だ。

ウイルス成分が異なる 2 種類の生ワクチンおよび不活化ワクチンの利点と問題点を下の表にまとめた。

ポリオを根絶するには、現在広く使用されている 3 価の経口ワクチンを、2 価の新しいワクチンに切り替えてい

くのが急務だ。そして最終的には、経口ワクチンの使用をすべて止める必要がある。

含まれる成分 利点 問題点

3 価の経口 3 種類のポリオ ・口から飲ませることができ ・まれにワクチンに含まれる弱毒化ウ

ワ ク チ ン ウイルス（1 型、2 るため、最低限度の簡単な訓 イルスによってポリオが発症し、身体

（toPV） 型、 3 型）を弱 練を受けるだけで投与でき が麻痺することがある。野生型の 2 型

毒化したものを る。 ウイルスはもはや存在しないため、現

すべて ・安価 在、すべての 2 型ポリオはワクチンに

・ワクチンを摂取されていな 起因する。

い子どもも守られる

2 価の経口 弱毒化した 1 型 ・3 価の経口ワクチンとほ ・2 型ワクチン由来のポリオウイルス

ワ ク チ ン と 3 型のポリオ ぼ同じ。また 2 型ポリオを が、検出されないまま環境中に残って

（boPV） ウイルスのみ 引き起こすことはない。 いたら危険。

不活化 化学的に不活化 ・ポリオを発症することがな ・高価

ワクチン した 3 種すべて い。 ・注射式なので、医療従事者が投与し

（IPV） のポリオウイル なければならない（貧しい国では人材

ス が不足している）。

End PoLio Now．実現の為、我々ロータリアンはもっとドネーション

－－－－－お知らせ－－－－－
南光州 RC から 45 周年記念式と会長役員離就任式への招聘状 南光州（クァンジュ）ロータリー

クラブ RI 加入承認 45 周年記念式および会長役員離就任式が 2015 年 6 月 29 日(月)午後 7 時光州（クァンジュ）ペ

イルリコンベンションで開催されます。

招請状をお送りしますので出席可能ならば参席者名簿をあらかじめ送られるように願います。7 月初めに光州（ク

ァンジュ）で Universiad 大会がありますので、ホテル予約の関係で来週までにご連絡下されば有難いです。

会長エレクト 魏 賢任 副幹事 大路 孝之

南光州ＲＣ創立 45 周年,新旧会長離就任例会御案内

1.日時：2015 年 6 月 29 日（月）18 時 30 分

2.場所：べイリ Convention(尙武地區)
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招待状は郵便でお送りします。宮永満祐美会長様の祝辞と参席会員名単を 6 月 15 日迄お頼みいたします。

ＰＳ：今年青少年交流は南光州クラブがホストです。7 月 31 日（金）～ 8 月 5 日（水）ではどうでしょうか？

韓国南光州ＲＣ 朴 天 学

『会長・幹事慰労会並びに新入会員歓迎会』の開催について
今年度も残りわずかとなりましたが、2014-15 年度 宮永会長・井口幹事の慰労会並びに 12 月にご入会いただきま

した布施会員の歓迎会を開催いたします。

今年度最後の例会となります。今年度を振り返り、また次年度へ向け気持ちを新たにする懇親の機会になればと思

いますので、多数ご出席いただきますようよろしくお願いいたします。

日 時 ２０１５年６月２５日（木） １９時００分より

場 所 かなざわ 石亭 金沢市広坂 1-9-23（TEL：231-2208）
申込〆切 ６月１１日 事務局へお申込

会 費 １万円

季節の花

の写真を

送って下

さい。

編集部

うつぼ草

あじさい

クラブ例会予定 2014-2015 年度
6/4 洲崎 邦郎様

6/11 横山 方子様 ３Ｆ「ルミエール」

6/18 クラブフォーラム

6/25 会長・幹事慰労新入会員歓迎会 石亭 19 時

2014 ～ 15 役員・理事・委員会
(役員） 会長：宮永満祐美 ｴﾚｸﾄ：魏賢任 副会長：若狭豊 幹事：井口千夏 副幹事：大路孝之

会計：上杉輝子 SAA：宍戸紀文 直前会長 野城 勲

（理事） 理事： 二木秀樹 北山吉明 金沂秀 藤間勘菊 西村邦雄 武藤清秀

常任理事： 石丸幹夫 吉田昭生 木場紀子

理事会オブザーバー・アドバイザー：パストガバナー 炭谷亮一 地区パスト幹事岩倉舟伊智 監査：後出博敏

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
(委員会) クラブ管理運営委員長：二木秀樹 副：東海林也令子 親睦：○武藤清秀 辰己クミ 水野陽子

金沂秀 川きみよ 上杉輝子 吉田昭生 杵屋喜三以満 魏賢任 大路孝之 高田重男

例会：（プログラム）○東海林也令子 宍戸紀文 川きみよ 吉田昭生（出席）野城 勲 藤間勘菊

SAA：○宍戸紀文 稲山訓央 ニコニコ：○稲山訓央 若狭豊 友好・ｸﾗﾌﾞ細則： 細則 CLP 検討 江守巧

富山西 RC との交流岩倉舟伊智 木場紀子 金沢北 RC との合同例会二木秀樹 杵屋喜三以満 高崎 RC との交流村田祐一

金沂秀 藤間勘菊 直前委員長：西村邦雄

奉仕プロジェクト委員長：北山吉明 副：水野陽子 職業：○永原源八郎 二木秀樹 大路孝之 稲山訓央

村田祐一 谷伊津子 社会：○村田祐一 谷伊津子 北山吉明 '新世代・青少年○北山吉明

国際：○西村邦雄 世界社会奉仕（Ｒ財団）西村邦雄 ラオス支援 魏賢任 藤間勘菊 描き損じハガキ 江守道子

米山奨学会 木場紀子 奨学生の世話大路孝之（カウンセラー）野城 勲 青少年奉仕 国際青少年交換上杉輝子

ローターアクト研究会稲山訓央 上杉輝子 直前委員長:木場紀子

会員組織委員長：金沂秀 副：江守巧 会員増強：○金沂秀 岩倉舟伊智 武藤清秀 宍戸紀文

川きみよ 稲山訓央 大路孝之 修練 前期石丸幹夫 藤間勘菊 後期木場紀子 江守巧

広報委員会委員長：藤間勘菊 副：石丸幹夫 広報：藤間勘菊 吉田昭生 ロータリー情報：炭谷亮一 石丸幹夫

会報・ホームページ：石丸幹夫 宍戸紀文 直前委員長 村田祐一

長期姉妹クラブ担当 南光州：金 石丸 岩倉 江守巧 東京世田谷中央：炭谷 岩倉 石丸 藤間

京都北東：炭谷 杵屋 水野 高崎： 石丸 村田 金沂秀 藤間 宮永

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（地区委員） 諮問委員会委員 地区ガバナー氏名委員会委員、クラブ奉仕部門Ｂカウンセラー 炭谷亮一

社会奉仕委員会委員長 ロータリーとふるさとを考える委員会委員 谷伊津子

地区監査委員会委員長 後出博敏 Ｒ米山奨学会委員会副委員長 藤間勘菊

友情交換委員会委員 宮永満祐美

例会場 ホテル日航金沢 5F 〒 920-0853 金沢市本町 2-15-1 T076-234-11111 例会日時 木曜日 19：00
事務室 ライブ１ビル 2F 〒 920-0852 金沢市此花町 3-2 T076-262-2211 F076-262-2241
E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/
事務局執務時間 月火水金 9：00 ～ 15：00 休憩時間 12：00 ～ 13：00 木 15:00 ～ 20:00

休日（土日祝日) 事務局員 西村有里 幹事 井口千夏


