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≪１０月２８日（木）例会 KKR ホテル 5階「瑞宝」≫ 

◎卓  話  「ガバナー講話」 

           国際ロータリー第 2660地区 

ガバナー 吉川秀隆様 

 

♪本日の歌  「それでこそロータリー」 

 

 

≪１１月０４日（木）例会 KKR ホテル 5階「瑞宝」≫ 

◎卓  話  「未   定」 

 

 

 

 

 

≪１０月１４日（木）例会≫ 

 会員数１７名 出席者８名（５７．１％） 

 ビジター2名 

  東谷弥八郎様 望田成彦様（摂津 RC） 

＊７月２９日（木）例会修正出席率 66.7％ 

 会員数１７名 例会出席者１１名／ﾒｰｸｱｯﾌﾟ０名 

 

 

 

 

 

幹事 表 孝典君 

◎吉川秀隆ガバナー本日はようこそお越し頂きまし

た。 

また地区大会のＰＲに副代表幹事の生駒伸夫様に

も同席頂いております。後ほど宜しくお願い致し

ます。 

◎例会前に、吉川ガバナーとの懇談会に北井会長、

田村会長エレクト、井上副幹事、幹事が出席致し

ました。 

◎次週(11/4)例会後、定例理事会を行います。 

◎報告ですが、10/22㈮、金輪会(IM第 4組会長幹

事会)に北井会長が出席され、10/23㈯、クラブ社

会奉仕委員長会議には阪田国内奉仕担当、クラブ

国際奉仕委員長会議には谷口国際奉仕担当がそれ

ぞれ出席されました。ご苦労様でした。 

 

 

 

会長 北井孝彦君 

皆さんこんばんは。 

１０月は米山月間です。もう皆さんご承知だと思い

ますが、再確認をしておきます。 

ロータリー米山記念奨学事業は、１９５２年東京

ＲＣが日本のロータリーの創始者である故米山梅吉

氏の生前の功績を讃えるため発表した「米山基金」に

始まります。将来日本と世界の架け橋となって国際社

会で活躍し、ロータリー運動の良き理解者となる人材

を育成することが事業の使命としています。 

幹 事 報 告 

会 長 の 時 間  



 

  

 

現在、奨学生数９１０人、事業費１４億５千万円、累

計２２，２６７人、ロータリアンになった学生２５７

人を擁する民間最大の国際奨学事業です。 

 本日はロータリーの友１０月号に掲載されました

第２７４０地区の佐世保ＲＣの福田金治さんの投稿

を紹介します。記事にはロータリー米山記念奨学会

は、米山梅吉氏が生前経済的に困窮した東南アジアや

日本の若者を援助されていた功績を記念して１９５

２年に東京ＲＣの米山基金を構想したのが始まりで

あり、その後、ロータリー米山記念奨学会に改称、６

７年に財団法人化、当初は東南アジアからの留学生

で、経済的に困窮した方を対象とする奨学金でした

が、０６年に制度が改変され（上記のような目的とな

り）経済的に困窮しているか否かを問わない質を重視

した奨学金制度に変わりました。私見ですが、奨学金

とは、学生の経済的な不安を解消して、勉学に集中で

きるためのものと理解しております。奨学金を受領し

なくても留学生活を送れる学生さんが合格するとい

うことは、奨学金を本当に必要とする学生さんが、奨

学生の選考試験に落選する可能性があります。現地採

用奨学金も設置されたとはいえ、今一度、設立の原点

に戻り、奨学生の選考基準を再考すべきではないでし

ょうか。と述べておられます。私もそのように思いま

す。 

 さて、本日衆議院の解散がありました。新聞のコラ

ム等で政治に関する興味深い文章が載っていました

ので紹介しておきます。 

〇宮沢賢治の９０年以上前の詩『政治家』 

・「あっちもこっちも ひとさわぎおこしていっぱい

呑みたいやつらばかりだ」 

そんな政治家らの末路を「ひとりで腐ってひとりで

雨に流される」 

 はたしてそうか．．．？ 

〇民主主義について 

・民主主義は手続きが煩雑で、国民の自由と多様なニ

ーズを尊重するが故に手間がかかる。 

・確かに専制主義者や全体主義者の方が早い．．． 

 

・手順を踏み熟練を重ねることとやるべきことを

放棄し、議論を引き延ばすのとは全く別である。 

※国会での憲法改正の審議が遅々として進まな

いことからも思い当たる。 

・チャーチルの有名な言葉 

 「民主主義は最悪の政治と言える。 

  民主主義以外のすべての政治体制を除けばだ

が．．．。」 

※なるほど名言である。 

 

 

 

「新型コロナ感染について」 

 井上善博君 

 本日の卓話は急遽、小寺会員の代わりに、井上が

させて頂くことになりました。大谷ガバナー補佐を

はじめ、他にもお客様がおられる前で、今日の卓話

の内容はいかがなものかと考えました 

が、タイムリーな上に皆様方の興味のある内容だと

判断し、お話することに致します。 

 実は、私は八月に新型コロナウィルスに感染いた

しまして、8/10～19の 10 日間、東大阪市保健所の

管理下に置かれていました。10日に発症しまして、

12日に陽性であることが判明したのです 

が、8/8頃感染したと思われます。幸い、軽症で

済んだのですが、それでも完全に回復するまで約

三週間かかり、心身共にかなりきつい思いをいた

しました。当初、熱は 38.5度まで上がり、最初

の三日間で熱は下がったのですが、その後倦怠

感・咳・動悸が約二週間続き、特に咳が連続で出

るので呼吸が苦しく、まともに仕事もできない状

況でした。「ちゃんと元に戻るのか？」「重症化に

なったらどうしよう」という思いが絶えずあるの

で、精神的にもかなりまいりました。 

 家族旅行中に感染してしまったので、家族四人

全員陽性になり、共に自宅療養せざるを得なかっ

た訳ですが、お互いを励ましあって、妹夫婦や両 

卓 話 抄 録 



 

  

 

親の力を借り、何とか乗り切ることができ、お陰

様で後遺症もなく、今は皆元気に暮らしておりま

す。 

 ここで、自分が経験したことで皆様の参考になる

情報を少し掲げます。 

・PCR検査とは  ウィルスの遺伝子を薬液を用い

て増幅させて検出する方法で、必ずしも正確では

ない。精度は 70％くらい。 

・抗原検査とは  ウィルス特有のタンパク質を検

出する方法。インフルエンザの検査の時はこれを

用いる。PCRより検出率は劣る。 

・抗体検査とは  過去にそのウィルスに感染して

いたかを調べる検査。よって現在感染しているか

どうかを調べるには適していない。 

感染して一カ月経ち、症状も全くないのに PCR検査

はまだ陽性反応になったりすることがあります。現

に私は、感染して三週間後に、肺の CTスキャン検査

を受ける前に抗原検査を受け、陰性だったのに、そ

の翌日別のクリニックで PCR検査を受けたらまだ陽

性でした！ 

・感染者よりも濃厚接触者の方が規制が長い。（原則

二週間外出禁止、感染者は 10日） 

・ワクチンを二回打っていても、感染することがあ

る。（ブレイクスルー感染） 

・やはりワクチンは打たないよりも打った方が感染

時に重症化しにくい。（家族全員一回目のワクチン

を打っていて、一週間後に感染したが、全員軽症

だった。 

 長男が五日間味覚が無くなっただけだった。 

・デルタ型に関しては、感染から発症までのスピー

ドが速く、保健所も発症の 48時間前までしかその

人の行動履歴を遡れない。 

 

以上、簡単な説明と報告でしたが、かかるよりかか

らない方が絶対良いと思います。より知識を深め、

二回目感染しないよう予防に努めていきたいと思い

ます。ご清聴ありがとうございました。 

先日ＰＲにもお越しなりました「秋のＲＹＬＡ

オンラインセミナー」につきまして、当日は下記

の通り配信 URLからご覧頂きたいと思います。 

●３日間とも個別 URLでの配信になりますのでご

注意ください。 

 みどりのグループラインにもお送り致します。 
 

 

 

 

 10月 30日（土）https://youtu.be/sf1xjm33qPM 

 12：45 ルームオープン 

 13：00 開講式 

 15：30 講演 山口恵理子先生 

「私の幸せに気づく、ウェルビーイングな時間」 

 15：30 講演 コマンド ポリジョイ先生 

「女タイガーマスク」の素顔と活動 

10月 31日（日）https://youtu.be/8Nkl7RvRmr0 

12：45 ルームオープン 

13：00 講演 山口采希望先生 

「日本のこころを歌に乗せて」 

15：00 Ｔｅａｍ ＲＹＬＡによる研修 

17：00 「おしえてロータリー」放映 

11月 3日（水・祝）https://youtu.be/1E3zMQl6iIk 

 12：45 ルームオープン 

13：00 フィードバック 

14：00 閉校式 
 

 

  

例会担当委員会 

(10/14) 合計  9,000円 今年度累計  103,000円 

 

 

 

会員交流委員会 

◎奥様のお誕生日   11 月 1日  北井栄美様 

 

 

日 時：10月 30日（土）31 日（日） 

11月 3 日（水・祝） 

 

ニコニコ箱の報告 

本日のお祝い 

https://youtu.be/sf1xjm33qPM
https://youtu.be/8Nkl7RvRmr0
https://youtu.be/1E3zMQl6iIk


 

  

 

 

天然痘ウイルスを病原体とする感染症で、疱瘡(ほ

うそう)、痘瘡(とうそう) とも言う。ヒトに対して非

常に強い感染力をもつが、種痘法の普及により人類史

上、唯一、根絶に成功した感染症である。 

[原 因] 

 天然痘ウイルスの原型となるウイルスはラクダか

らヒトに入り、そこで変異を起こしたポックスウイル

ス科 DNA ウイルスと考えられている。牛痘、サル痘、

ラクダ痘といった近縁種の病気がある。 

[感 染] 

飛沫感染や接触感染により感染し、7-16 日の潜伏

期間を経て発症する。40℃ほどの高熱、頭痛、腰痛な

どの初期症状後、一旦解熱してその後、頭部、顔面を

中心に豆粒状の丘疹が生じ、全身に広がる。 

一週間程して再び高熱になるが、これは丘疹が化膿

して膿胞になることによる。天然痘による病変は体表

面だけでなく、呼吸器。消化器などの内臓にも現れ、

重篤な呼吸不全によって死に至る。致死率が 20～

50％と高い。2～3 週目には膿胞は瘢痕を残して治癒

に向かう。治癒後は免疫が成立して、二度とかかるこ

とがない。天然痘ウイルスの感染力は非常に強く、患

者のかさぶたが落下したものでも 1 年以上も感染力

を保持すると言われる。 

[歴 史] 

エジプト王朝のミイラに天然痘の瘢痕があること

から、その歴史は紀元前に遡る。 

(欧 州) ローマ帝国を襲った「アントニヌスの疫

病」は天然痘であったとされ、少なくとも 350 万人が

死亡した。その後、12 世紀には十字軍の遠征によっ

て持ち込まれ、流行を繰り返しながら次第に定着し

て、殆どの人が感染するようになった。 

ルネッサンス期以降に肖像画が盛んに描かれるよ

うになったが、天然痘の瘢痕を描かないのが暗黙の了

解事項であったという。 

(米 国) 白人の移民によって天然痘が持ち込ま

れ、免疫のなかったアメリカ先住民に激甚な被害をも

たらした。インディアンの部族によっては死亡率が

90％というものもあり、全滅した部族もあった。 

新大陸の二大帝国であったアステカとインカの

滅亡もその大きな原因は天然痘にあった。スペイ 

ン占領後も天然痘は猛威を振るい，征服前の人口 

 

 

2500万人が 16世紀末には 100万人まで減少した。 

 (日 本) 735 年から 738 年にかけて九州から

畿内にかけて大流行し、平城京では政権を担当し

ていた藤原四兄弟が相次いで死去し（天平の疫病 

大流行）、高位貴族も死亡して朝廷は混乱に陥った。 

745 年(天平 17 年)に聖武天皇が“大仏建立”を

開始されたが、当時は天然痘に対する予防・治療法

がなく、神仏に祈願したり祭祀に頼るほかなかっ

た。 

16 世紀に来日したイエズス会の宣教師ルイス・フ

ロイスは日本には全盲者が多いと述べているが、後天

的な失明者の多くは天然痘によると考えられる。「独

眼竜」の異名をもつ奥州の戦国大名，伊達正宗が幼少

期に右眼を失明したのも天然痘によるものであった。 

源実朝、豊臣秀頼、吉田松陰、夏目漱石の顔のあばた

も天然痘によると考えられている。 

【種 痘】 

天然痘が強い免疫を持つことは古くから知ら

れ、インドでは天然痘患者の膿を乾燥させて弱毒

化させた後に、人に接種する「人痘法」が行われた。 

18 世紀、人痘法が英米にもたらされ、天然痘の

予防に大いに役立った。この頃からウシの病気で

ある牛痘にかかった者は天然痘に罹患しないこと

が解ってきて、ジェンナーの種痘（1796 年）に繋

がった。 

種痘の実施により、20 世紀中盤には先進国では

天然痘を根絶した地域が現れ始め、1955年(昭和33

年)に日本においても天然痘が根絶された。 

世界では 1977 年以降、感染報告がなく、WHO

は 1980 年に地球上から天然痘根絶宣言を行った。 

―――ジェンナーが用いたワクチニアウイルス

は牛痘由来と考えられてきたが、2013 年、このウ

イルスのゲノム解析の結果、モンゴルの馬痘ウイ

ルスのゲノムと一致することが証明され、ジェン

ナーは、たまたま牛に感染した馬痘ウイルスを種

痘に利用したと考えられるようになった。 

―――つづく――― 

  （山片重房） 



 

  

 


