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≪１０月１４日(木）例会ＫＫＲホテル 5 階「瑞宝」≫ 

◎卓  話  「コロナ感染について」 

井上善博君 

 

♪本日の歌  「奉仕の理想」 

 

 

≪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 

 

 

 

 

 

≪１０月０７日（木）例会≫ 

 会員数１７名 出席１１名（７８．６％） 

＊７月１５日（木）例会修正出席率 ９１．７％ 

 会員数１７名 例会出席者１０名／ﾒｰｸｱｯﾌﾟ１名 

 

 

 

 

 

 

幹事 表 孝典君 

◎本日は、大谷ガバナー補佐とのクラブ協議会が例会

前に行われました。伴井ガバナー補佐エレクトにも

同席頂いており、引き続き例会にご出席頂いており

ます。有難うございます。 

◎また、秋のＲＹＬＡセミナーのＰＲに、摂津ロータ

リークラブのパスト会長東谷弥八郎様と、秋のＲＹ

ＬＡセミナー実行委員長の望田成彦様がお越しにな

っています。後ほど宜しくお願い致します。 

◎次週(10/21)の例会は公休日です。 

◎10/28(木)の例会はガバナー公式訪問となっており

ます。多数のご出席を宜しくお願い致します。 

 

≪10 月度定例理事会議事録≫ 

日 時 2021 年 10 月 7 日（木）例会後 

場 所 KKR ホテル大阪 5 階「橘」 

出席者 北井、政岡、阪田、井上、田村、谷口、小寺、

表 

欠席者 木戸 

◎10．11 月行事予定 

10月 7日㈭ 定例理事会 

10月 14日㈭  

17：30～ガバナー補佐とのクラブ協議会 

例会後、第 1回指名委員会 

（会長・会長エレクト・副会長・直前会長・幹事） 

10月 21日㈭ 公休日 

10月 22日㈮ ＩＭ第４組会長幹事会 

（北井会長・表幹事） 

10月 23日㈯ ｸﾗﾌﾞ社会奉仕委員長会議 

（阪田国内奉仕担当） 

       ｸﾗﾌﾞ国際奉仕委員長会議 

（谷口国際奉仕担当） 

10月 28日㈭ ガバナー公式訪問 

 

幹 事 報 告 



 

  

 

 ＊17：20～ガバナーとの懇談会 

（北井会長・表幹事・田村会長ｴﾚｸﾄ・ 

井上副幹事） 

11月 4日㈭ 定例理事会 

11月 6日㈯  クラブ職業奉仕委員長会議(欠席) 

11月 18日㈭ 公休日 

11月 25日㈭ ＰＲ例会 

◎義捐金報告 

佐賀・長崎県豪雨災害義援金として 20,000 円を拠

出。 

◎ＰＲ例会について 

 11 月 25 日(木)予定通り行うことと決定した。 

招聘卓話を杉森会員に依頼する。 

◎クリスマス家族会について 

コロナ対策を徹底した上で、12/19(日)に行うこと

で決定した。（場所：KKR） 

◎国内・国際奉仕事業について 

 国際奉仕についてはコロナ禍のため当面見合わせ

ること。国内奉仕については、主に発達障がい児・

者 親の会(スイミー)の子供食堂に食材援助を行う

ことで決定した。 

 食材(お米)については、田村会長エレクトがＪＡに

確認の上、適宜決定することとする。（食材月 5 千

円×8 ヶ月）＝4 万円、クリスマス会 3 万円） 

 なお、国際奉仕の予算 10 万円については、柔軟に

活用することを確認した。 

◎山片栄誉会員からのお手紙について 

 山片栄誉会員より冊子「邦文定款第 4 条への疑問」

27 版が完成したこと及び全ガバナー事務所に送付

したい旨申し出があったことの報告がなされた。 

11 月に卓話にお越しいただき会員に周知の上再度

協議を行うことが確認された。 

 

 

 

会長 北井孝彦君 

皆さんこんばんは。やっと緊急事態宣言が解除

され、8月５日の第１００１回例会以来、２ヶ月ぶ

りのリアルでの例会です。皆様のお顔を見ること

ができ、大変うれしく思いますと共に、改めてリア

ルで開催できる例会の有り難みを再確認させて頂

きました。感謝です。さて、本日の会長の時間は、

2ヶ月の間に皆様にお伝えしなければならない事 

 

 

項がたくさんございます。纏めてお伝えさせて頂

きます。 

1．事務局の移転を 8月末に無事行うことができま

した。野原さん及びご家族のご理解をいただき

無事実現しました。改めて感謝申し上げます。 

２．遅くなりましたが、今年度活動計画報告書を配

布致します。 
３．次週、１４日の例会前１７時３０分からガバナ

ー補佐様とのクラブ協議会が開催されます。 

４．１０月２８日の例会は、ガバナー訪問がござい

ます。例会前１７時２０分から吉川ガバナーと

の懇談会がございます。会長、幹事、田村次年

度会長、井上次年度幹事が参加致します。 
５．秋のＲＹＬＡのご案内です。主幹は摂津ロータ

リークラブです。１０月３０日、１０月３１日、

１１月３日の３日間でオンライン開催されま

す。東大阪出身の山口采希さんも講演されま

す。是非、ご参加下さい。 
６．地区大会のご案内です。１２月３日（金）に大

阪国際会議場５階メインホールにて開催され

ます。オンライン配信も予定されています。 
７．ＩＭ４組の昨年度の会長懇談会でガバナー補

佐の選出について取り決めされ、３グループの

輪番制とすることとなりました。３グループと

は、東大阪市域グループ（２０２３－２４年

度）、八尾・柏原市域グループ（２０２４－２

５年度）、大阪市域グループ（２０２５－２６

年度）となります。 
 また、国際ロータリーでは、国際ロータリーＳＲ

Ｆ（Ｓｈａｐｉｎｇ Ｒｏｔａｒｙ｀ｓ Ｆｕｔ

ｕｒｅ）委員会が大改革モデルを策定しており、

概ね１０年程度で新しい機構改革が実施される

予定とのことです。 

 

 どうか、本日のようにリアルで例会がずっと開

催できますことを祈念しつつ会長の時間とさせて

頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 の 時 間  

日 時：11月 25日(木) 

ご友人・取引先の方々を是非お連れ下さい。 



 

  

 

 

 

皇紀 2681年 10月 7日 
『幻の東京オリンピックと紀元２６００年』 

北井孝彦君 
 先日、武漢熱の最中、２０２０第３２回東京オリ

ンピック大会、２０２０東京パラリンピック大会が

無事終了しましたが、前回の１９６４第１８回東京

オリンピック大会は日本で始めて開催されたオリン

ピック大会でした。ですが、その前回の東京オリン

ピックの前に幻の東京オリンピックがあったという

お話をしたいと思います。 
 実は、１９４０年（昭和１５年）に史上初めて欧

米以外のアジアで開催される第１２回夏期オリンピ

ック東京大会が、紀元二千六百年記念行事として準

備が進められていましたが、日中戦争や軍部の反対

等から開催権を返上、実現に至らなかった。 
 なんと、その年には第５回冬期オリンピック札幌

大会、紀元２６００年記念日本万国博覧会（東京万

博）も計画されておりましたが、何れも同様に中止

（幻）となっています。 
 以下に紀元二千六百年に至るまでの年表を記載し

ますが、前回のパンデミック、関東大震災と 
１９１８年～１９２１年  スペイン風邪 
１９２３年（大正１２年） 関東大震災  

１９３１年（昭和 ６年） 東京市会で「国際オリンピック競技大会開催に関す

る建議」満場一致で採択 
主会場に駒沢ゴルフ場跡地に計画の競技場、神宮外

苑 
１９３２年（昭和７年） 第１２回国際オリンピッ

ク競技大会開催候補地に正式立候補 
１９３５年（昭和１０年） 紀元二千六百年祝典準

備委員会  
１９３６年（昭和１１年） ＩＯＣで決定。ベルリ

ンで 7月 31日投票 （東京３６票 ヘルシンキ２７

票） 
「第１２回オリンピック東京大会組織委員会」成立 

徳川家達公爵が委員長 
※このとき開催を決定した読売新聞の見出しの字

数制限からオリンピックを略そうと考えたの

が「五輪」の始まりとのことです。オリンピ

ックの五つの輪と宮本武蔵の「五輪書」から

略称を思いついたとのことです。 

 

 

 

１９３７年（昭和１２年）  

恩賜財団紀元二千六百年奉祝会 

（総裁 秩父宮様 副総裁 内閣総理大臣近衛文麿  

会長 徳川家達） 

→文部省へ委嘱 神武天皇聖跡調査委員会 19ヶ

所選定  

総工費２５万円 ラーメン 16銭 コーヒー15銭 

生ビール 50銭 公務員初任給 75円 

日中戦争 

〇五輪実施予定競技決定 

陸上競技・競泳・飛込・水球・蹴球・送球・ボー

ト・ホッケー・拳闘・体操・篭球・レスリング・

セーリング・ウエイトリフティング・重量挙げ・

自転車・馬術・フェンシング・射撃・近代五種競

技・芸術競技・柔道・野球・滑空競技 

※スポーツを題材にした絵画、彫刻、音楽等を競

う芸術競技も見られる。 

１９３８年（昭和１３年） 開催実施を返上。 

１９４０年（昭和１５年） 紀元二千六百年 

第１２回夏期オリンピック東京大会 

第５回冬期オリンピック札幌大会(札幌オリンピ

ック) 

紀元２６００年記念日本万国博覧会（東京万博） 

また、１９３７年恩賜財団紀元二千六百年奉祝

会（総裁秩父宮様）から文部省へ委嘱され、神武天

皇聖跡調査委員会が神武天皇の東征の聖跡、大分

県から広島県、岡山県、大阪府、和歌山県、奈良県、

三重県の 19ヶ所を選定した。そのうちの盾津、孔

舎衛坂の聖跡が東大阪市にあります。 

  以上 

 

 

  

例会担当委員会 

(10/7) 合計  48,000円 今年度累計  94,000円 

 

 

 

 

卓 話 抄 録 

ニコニコ箱の報告 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B8%E4%B8%8A%E7%AB%B6%E6%8A%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B6%E6%B3%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9B%E8%BE%BC%E7%AB%B6%E6%8A%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E7%90%83
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/11%E4%BA%BA%E5%88%B6%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%93%E6%93%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%95%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8D%E9%87%8F%E6%8C%99%E3%81%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%AC%E8%A1%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E4%BB%A3%E4%BA%94%E7%A8%AE%E7%AB%B6%E6%8A%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E4%BB%A3%E4%BA%94%E7%A8%AE%E7%AB%B6%E6%8A%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B8%E8%A1%93%E7%AB%B6%E6%8A%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%94%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E7%90%83
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BB%91%E7%A9%BA%E7%AB%B6%E6%8A%80


 

  

 

 

 

地球上に現れた伝染病（パンデミック）を代表する

のがペストである。世界の歴史において古来、複数回

の大流行が記録されている。 

【原 因】 

 ペスト菌による感染症で、感染後 1～7 日後に発熱、

脱力感、頭痛などの症状が現れる。致死率が非常に高

く、治療が行われなかった場合には 90％に達して、

エボラ出血熱（致死率 70％）よりも高い。 

 もともとはネズミなどの囓歯類に感染している（宿

主）が、ネズミから主にノミによって人に伝播される

ほか、野生動物やペットからの直接感染や，ヒト-ヒ

ト間の飛沫感染、接触感染もある。 

【ミレーの晩鐘】 

 町から遠く離れた農場で働いていた老夫婦が、教会

から聞こえてきた鐘の音に、手を胸において祈りをさ

さげる――あの有名なミレーの絵画を思い起こして

ください。 

教会の塔の手前に地平線に並行して都市の外壁が

見えます。中世から続く都市国家は、外敵や害獣から

住民を守るために、周囲を高い塀で囲み、人々は家畜

と共にその中の閉鎖空間で生活していた。 

 これは家畜・ペット・のみ・ダニがヒトと共同生活

しているようなもので、DDT などの駆除剤と､抗生抗

菌剤が存在しない時代では、感染症にとっては絶好の

環境が整っていたと言える。 

【感染と症状】 

 ペスト感染は、感染の仕方と症状の出方によって次

のように分類されている。 

［腺ペスト］ ペストに感染したネズミから吸血した

ノミに刺された場合、まず刺された付近のリンパ節が

腫れ、次いで脇の下や鼠蹊部のリンパ節が腫れて痛

む。リンパ節はしばしば手拳大にまで腫れあがる。ペ

スト菌が肝臓や脾臓でも繁殖して毒素を生産するの

で、その毒素によって意識が混濁し、心臓が衰弱し、

治療しなければ数日で死亡する。 

［敗血症ペスト］ 局所症状を呈しないままペスト菌

が血液によって全身に回り敗血症を起こすと、急激な 

 

 

 

ショック症状，昏睡、皮下出血、手足の壊死を起こ

して，全身が黒い痣だらけになって死亡する。ペス

ト感染の 10％がこのタイプで、全身の皮下出血の

様子から、ペストが「黒死病」と呼ばれた。 

［肺ペスト］ 腺ペストから二次的に肺に菌が回

って発症したり、肺ペスト患者の咳やくしゃみに

よって飛散した菌を吸い込んで発症する。発熱・下

痢・肺炎・呼吸困難から治療しなければ数日で死亡

する。 

【歴 史】 

★第一次パンデミック 6 世紀、地中海の“ユステ

ィアヌスのペスト”（死者 2500 万人と言われる）

に始まって、8 世紀末まで続いた。 

★第二次パンデミック 14 世紀に爆発した「黒死

病」から 17 世紀にかけてのもの。中国大陸で発生

したペストは、中国の人口を半減させるほどの猛

威を振るった後、欧州、中東、北アフリカに拡散し

て、当時の世界人口 4 億 5 千万人の 22％に当たる

1 億人が死亡したと推計されている。欧州では

1348 年から 1420 年にかけての流行後も英国、ス

ペイン、フランス、イタリア、オーストリア、バク

ダッド、ロシア、ハンガリー、バルト海沿岸、エジ

プト、その他の地方で断続的に流行した。 

 英国やイタリアでは人口の 8 割が死亡した村が

あり、全滅した町や村もあった。ペストによっても

たらされた人口減は、それまでの社会構造の変化

を強いられる大きな打撃を与えた。 

★第 3 次パンデミック 19 世紀末から現在まで続

く。19 世紀に再燃した中国のペストは、1894 年に

は世界的交易地だった香港に飛び火してパンデミ

ックと判断された。このとき日本政府から派遣さ

れた北里柴三郎がパスツール研究所のイエルサン

と共にペスト菌を発見し、石炭酸や石灰液が有効

であることを突き止めた。更に．患者の家にネズミ

の死骸が多くあったことからペスト菌をネズミが

媒介しているとみられることを香港庁に伝えて対

策を始めた。 

―――1927 年（昭和 2 年）以降、国内でペスト患

者の発生はないが、世界の山岳・密林地帯、草原地

帯にはいまなおペスト汚染地区が散在している。     

―――つづく――― 

  （山片重房） 



 

  

 


