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第1049回例会

平成23年11月24日（木）

◉本日の例会プログラム 向笠公園清掃例会
◎次回例会プログラム

会員卓話「テコンドーの魅力」
長野修士会員

前回
（1048回例会）の記録
平成23年11月17日（木）
■ゲスト
なし

■ビジター
なし

■出席報告
会 員 数 24名
免 除 者 数 １名
対 象 者 数 23名
本日出席者 20名
欠 席 者 数 ３名
出 席 率 86.96%

◎ロータリーソング それでこそロータリー
◎会長の時間
会長 二反田新一
本日は、ロータリー財団のプログラムである「ポリ
オプラス基金」と日本国内でのポリオワクチンの問題
についてお話します。
20年にわたる努力が実って、ロータリーと共同団体は、ポリオ
の撲滅まであと一歩というところまでたどり着いたことは、皆さん
ご存知であると思います。これまでに20億人以上の子供たちに経
口ポリオワクチンが摂取されてきました。撲滅の最終段階に入り、
ロータリー財団では、
「２億ドル（150億円）のチャレンジ」を展
開中です。このプロジェクトは、ビル・ゲイツ財団がロータリーの
ポリオ撲滅運動に総額３億5,500万ドル（270億円）を寄付され
たことを受けて、これに２億ドルの上乗せをして、総額５億5,500
万ドル（420億円）の予算で地球上からのポリオの根絶を目指す
ものです。現在２億ドルの目標金額の内、1億9,000万ドルが集まっ
ており、あと1,000万ドルというところまで 来ています。期 限は
2012年６月です。
このように、ロータリーはポリオ撲滅に対して素晴らしい実績を
達成しようとしてますが、日本国内では新たなポリオの問題が起
こっていることを皆さんご存知でしょうか？
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■前々回出席報告の修正
前々回欠席者
２名
メイクアップ
０名
欠
席
者
２名
修正出席率 91.30%→

91.30%

●メイクアップ
なし
●欠席者
土居、松本
アジア太平洋地域ではポリオ根絶宣言が出されたはずなのに、
日本国内のポリオによる障害者は増加傾向にあるのです。現 在
５万数千人で、この10年で一万人以上の増加という資料もあります。
主な原因は、ワクチンです。ポリオワクチンには、生ワクチンと不
活性化ワクチンの二種類があります。生ワクチンは極微量のポリオ
菌を配合したもので、発病することなく体内に抗体をつくるための
ものですが、稀にこのワクチンが原因でポリオに感染してしまうケー
スがあります。先進国で生ワクチンを接種しているのは日本だけで
あり、北欧の国々では50年前から不活性化ワクチンが採用されて
います。
日本ではこの不活性化ワクチンが厚生省で認可されていません。
数十万人に一人と感染率が低いことと、国内薬品メーカーで開発
がなされてなく、輸入品においては安全性がまだ立証されていな
いとの事が理由と聞きました。今問題のT PPではないですが、国
内メーカー保護とも考えられるような理屈です。工業製品ならとも
かく、子供たちの健康にかかわる問題に産業や経済を絡めるのは
どうかと思います。
業を煮やした神奈川県では独自に不活性化ワクチン輸入を決定
しましたが、小宮山厚労大臣は「望ましくない」と批判しました。
厚生省は2012年度中に不活性化ワクチンを承認して2013年度か
ら採用の見通しです。一説には国内メーカーの量産体制が、その
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ころ整うためだともいわれています。小さな子供を抱える家庭は
一刻も早い対応を望んでいるはずです。
ロータリーの活動等により、野生菌のポリオが 撲滅されても、
人為的な医療体制が原因となるポリオがあること、それが私たち
の国日本であること、今まで私は知りませんでした。
◎幹事報告
幹事 若松定生
●例会変更 中津RC 12/21（水）→12/20（火）
18：30～合同忘年例会 12/27（水）→休会、津
久見RC、別府北RC、別府東RC、別府中央RC、
宇佐八幡RC、大分1985RC、大分RC、大分中央RC、大分城西
RC、大分臨海RC、大分東RC、大分南RC
●週報受理 津久見RC、本渡RC、天草中央RC、杵築RC、津久
見RC、中津RC
●幹事報告
・中津RC12月プログラム届く
・中津商工会議所より平成24年「新年賀詞交歓会」開催のご案内
・熊本平成RCより姉妹クラブ合同例会のお礼状
・ガバナー月信11月号届く
●理事会報告
・12月例会プログラムの承認
・奉仕プロジェクト委員会より職業奉仕担当、職場例会の事業報
告の承認
・仙台平成RCよりの支援CDについて（50枚あり）会員に１枚宛
配布残りは市内の小中学校へ贈呈とする
・24日の向笠公園清掃例会の折、昼食は弁当配布とする。費用は
一人1,000円とし例会費の差額１人680円及び欠席者の1,680円
を姉妹校流基金へ入金する事を承認
・震災復興支援の寄付金ボトルを置いてあるが、小銭が入れにく
いので一人年間10,000円を年４回の集金時、一人１回2,500円
上のせして集金する事とする。本年はあと２回、次回は１月で
す。この件は次年度、渡辺年度まで継続しその後、方法等を再
審議するという事で決定
・ガバナー事務所より一斉清掃についてのお願い
◎歴代会長ミニ卓話
「故向笠広次RI会長について」

辛嶋

崇会員

向 笠 広 次 氏は、中 津ロータリー・クラブをホームクラブとし
1982-83年度RI会長を務めました。
精神科医の向笠広次氏は、九州の久留米市の医師の家に生まれ
ました。父も祖父も叔父も兄弟も２人の息子もすべて医師です。皆
さんもご存知のように当クラブの向笠浩会員は、17歳下の弟であ
ります。向笠氏は、九州帝国大学医学部で精神科を学びながら、
…人類はひとつと確信するようになりました。また、すべての人々
が本能的に平和を求めると信じました。
同大学の精神病教育センターで研究を続けた後に、中津市で
精神医院を開院いたしました。向笠氏は、電気ショック療法のパ
イオニアで、向笠氏の考案した研究設備は、ワシントンＤ.Ｃ.にあ
る米 精 神 科 医学 会に常 設 展 示されています。 向 笠 広 次 氏は、
1957年に中津ロータリー・クラブに入会すると、
「人類はひとつ」
という点でロータリアンが自分と同じ信念をもっていることに程な
く気づきました。向笠氏は、クラブ、地区、R Iにおいて熱心に役
職を務めました。根っからの国際人であった氏は、特に国際レベ
ルの役職を熱心に務められました。また、夫人と共に旅行・音楽・
絵画・文学・きのこ狩りなどを楽しみボランティアや奉仕活動も熱
心に取り組まれました。ご夫妻は、向笠氏が1992年10月に亡くな
るまで、ロータリーの友情の橋を架け続けました。
向笠氏は、高等学校時代を山形市で過ごされていることから中
津RCと山形RCは姉妹クラブとして交流を行っているものです。
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◎委員会報告
・社会奉仕担当 青木秀暢会員
来週は、向笠公園清掃例会です。現地集合となります。
◎ニコニコボックス
担当：クラブ管理運営委員会
〔若松定生幹事〕先週、クラブ協議会を開催いたしました。その
際の懇親会で残額がありますのでニコニコいたします。
〔辛嶋 崇会員〕長男の双子の子どもが無事３歳を迎え、七五三
のお祝いをいたします。
〔二反田新一会長〕年末が近づくにつれてつい、仕事のことばか
り考えてしまいますがロータリー出席時はロータリーのことを大
切にしたいと思います。戒めをこめてニコニコいたします。
〔清源 了胤会員〕本日仕事の関係で遅刻いたしましたが自戒の
意を込めてニコニコいたします。
〔小路 東会員〕本日の会長挨拶をお聞きして、医者として初任
のころポリオや日本脳炎の治療に奔走し当時はワクチンが開発さ
れておらず苦労したことを思い出しました。
◎会員卓話
「時事問題あれこれ」

永松

浩会員

Ｑ１．2010年に世界で金生産量が最も多かったのはどこか。
１．南アフリカ共和国
２．CIS（旧ソ連）
３．オーストラリア
４．中国
Ｑ２．日本における為替介入に関する記述で正しいのはどれか。
１．財務省と日銀が対等の立場で協議し日銀が実施する。
２．財務省の指示で日銀が実施する。
３．日銀の判断に基づき財務省が実施する。
４．日銀の助言を得て財務省が実施する。
「解答」
Ａ１．
「４．中国」
ドル、ユーロなど主要通貨の下落で実物資産の金への投資が
増 加 し た。 今 年９月 に は つ い に１オ ン ス（ 約33.1グ ラム ）
1896.50ドルを国際市場で付けた。日本でも８月に大手貴金属
店での金の小売価格は１グラム4,745円を付けた。米鉱山局の
調 べでは、2000年からの 世 界 の 金 生 産 量は2,500トンから
2,600トン前後で推移しているが、国別の生産量の順位は大き
く変動している。2000年ごろは年間400から500トン前後を生
産してきた南アフリカ共 和 国が 世界最 大の産 金 国だったが、
2004年ごろから生産設備の老朽化、新規投資の遅れ、既存鉱
山の生産性低下などで生産量が減少、2007年から金鉱山の新
規開発に力を入れてきた中国が最大の生産国となった。2010
年の国別の生産量は、中国がトップで350.9トン、以下CIS諸国
の328.2トン、オーストラリアの260.9トン、米国の233.9トンと
続き、南アは203.3トンと５位。
Ａ２．
「２．財務省の指示で日銀が実施する。」
為替介入は、急激な為替相場の変動があった場合、政府が
外国為替市場で通貨を売買し相場を安定させる手法。正式に
は外国為替 平 衡操作という。日本では財 務省が介入するかど
うかを判断し、介入の金額やタイミングを決める。日本銀行は
財務省の指示に従って代理人として実務を行う。具体的には、
円高ドル安を阻止する場合、日本の債券市場で政府短期証券
（FB）を発行して調達した円資金を為替市場で売却し、ドルを
買い入れる。円安ドル売りの場合は、財 務省が所管する外国
為替資金特別会計（外為特会）が持つドル資金を市場で売却
し円を買う。
（スペースの都合上、一部割愛しました）
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