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2008～2009年礎RI会長李東進

る病気です。近年日本では、予防接種が実施されほと

んど発生をしていません。

しかし、ポリオの脅威にさらされ恐怖におののいた

のは遠い昔の話しではありません。 19世紀初頭の頃に

は世界のほとんどの国（125ヶ国）にポリオが常在し、

この病気で1日千人もの人々が麻郷障害により体の自

由を奪われ、さらには生命を落していました。そして、

その犠牲の大部分が子供たちでした。

19世紀半ばポリオワクチンが発表され使用が開始さ

れましたが、普及が進まない':|]｡ 1980年代初め、ロー

タリーはかつてなかった壮大な人道的プログラム計画

に乗り出し、世界中の全児童にポリオの予防接種を行

うための募金活動を承認し実行して来ました。

以来20年間、ロータリーと主導パー|､ナー（世界保

健機関・ユニセフ等）は世界で野生型ポリオウイルス

を撲滅するため、休むことなく活動を続けています。

ロータリーはそのためポリオのない世界の実現に向け

米貨7億ドル近くを投入しています。

2008年(4月15日現在）のポリオ発病件数はアフガ

ニスタン5件・インド186件・ナイジェリア106件・パ

キスタン3件・その他の国13件、世界合計313件と

なっています。

「ポリオに最後のとどめを刺す」とは人類が何千年

にわたって苦しめられてきたこの病を、今ここで一掃

しなければならない。ロータリーは全世界で野生型ポ

リオウイルスの撲滅実現を支援しようとしています。

皆様方の協力をお願いします。
ふぶづき

さて7月は文月ともいいますが語源は7月7日の七

夕に詩歌を献じたり、 7月に書物を開いて外気にさら
催ふみづ&

す風習がある月であるのでとする説、稲の「聴含月」
ふくみづき

あるいは稲の穂の「含月」であるからとする説があり

ますが、後者が有力です。

7月もいよいよ終りに近づきましたが暑さはまだま

だ続きます。

ご健康に注意してお過し下さい。
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囹出席報告

会員 56 (51)名 出席 40名

出席率 7843％

前々回 7月15日（修正出席率) 98.08%

画8月会員誕生日

加藤 顕君(8／4） 伊藤健文君(8/17)

黒野貞夫君(8/20）

|萩原幹事報告’
1）本日例会終了後、オリエンテーションを開催致し

ますので担当の方は4階楓の間にお集まりください。

2）次回例会終了後、クラブアセンブリーを開催致し

ますので理事役員・各委員会委員長はクラブ計画書

をお忘れの無い様、ご出席ください。

3）次回例会は会場が4階の舞の間となりますのでお

間違いのないようご出脈ください。

へ

|久野会長挨拶

「暑いですね」としか表現できない日が続いていま

すが、お変りありませんか。

今日は時間の余裕があるようですので少しお話しを

申し上げたいと思います。

前回「ポリオに最後のとどめを刺す」ための協力を

との話しを出しましたが。ポリオとロータリーの関係

について少しお話ししたいと思います。
‘ぬうせい;ﾕいば<11いえん

「ポリオ」とは急性灰白髄炎、一般には小児麻津と

いわれています。ポリオウイルスによる脊髄にある神

経細胞が侵されて、急に足や腕が麻樺して動かなくな

密小杉前会計委員長2007～2008年度決算報告

題小山会計委員長2008～2009年度予算説明
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会場を移動して初めての友愛の日。立食のお食事は等々、幹事の心配は取り越し苦労となり、皆さん懇談と

お食事を楽しまれました。
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会長・幹事1ヶ月終わりましたよ（ホッ）ですね。

戸ｸ"ず､ｸ･･′･汐蕊''ｸｳ苔ｸ歩､急,ロータリーの友7月号(友愛の広場)より令ｸ､ｸ､ｸ蕊ｸｸ参････ｸ･ｸ･全
チョキチョキはちょっとで終わり。社長は｢やあ、ありがと

これぞ大人
岡lll西金政泰弘 う。さっぱりしました」と店を後にした。これに対し｢東京はさすがに違いますな」と同社長。東京

企IDじん

わがクラブの会長、そして当地区のガバナーもされた大人 では｢いらっしゃいませ｣というなりいすに座らされて､ 「お
のエピソードをご紹介したい。 客さん｡左分けにしましょうか、それとも右分けにされます

この方は戦時中は陸軍の技術将校として活躍、復員後は か」と温かい（？）言葉が返って来る。こちらも負けずに｢本
岡山に化学会社を起こし、社長をされておられた。写真 日はオールバックでお願いしましょうか」というと、「承知
フィルムでの増感作用や細胞賦活作用のある感光色素の研 しました｣。頭に手を添えながら、裾はもちろん、髪のな
究・製造をする会社であった。 い頂の方までチョキチョキとはさみの音を立ててくれる。鱈j8

この感光色素の細胞賦活作用に目を付けられ､毛根刺激剤 ひょっとしたら俺には刈る髪があるのじやないかと錯覚する
として育毛製品に付加する研究開発に尽力。が､ご自身のお ほど、最高の気分を味わせてくれるそうだ。終わると手を
つむには全くといっていいほど髪がなかった。ご本人は｢軍 添えながら本当にオールバックの髪をすぐような手さばき。
隊で常時電帽をかぶっていたので｣とおっしゃられるが､さて そして「髪の多い人と同じだけかけた時間、それが何とも
どうだろう。私｢社長それでよく育毛製品が売れるもんです 言えぬ快感でね」と陶然とした表情で語ってくださった。
ね｣。社長｢いや、それがね、はげの苦悩ははげでなくては 「まあ世の中は、できることならギクシャクしないで大
わからないという迫真力が伝わるのか､人気があって多くの らかにやっておれば､争いなどありませんよ」と人生哲学
育毛製品に使ってもらっています｡医者も自分でいろいろな を披露してくださった大人社長も、十数年前にこの世の人
病気を経験しなくちゃ良い医者にはなれないのでは……」 でなくなった。
大人の大人たるエピソード。この方、一週間に一度は理 あの世でも大いに大入ぶりを発揮して、えんまさまを笑わ
髪店に赴く。ある時東北へ出張した折､鮒びた所の理髪店 せていらっしゃるのではないだろうか｡ご冥福をお祈りして
に入ると、主人がけげんそうを表情で、「お客さん、どこ 合掌。
を刈るんだく一」と。「裾の方がモゾモゾするんで、ちよっ 大人の名は、小合康長氏である。

とチョキチョキと｣。「へい」ということで、言われた通りの （第2690地区岡山県医学研究）
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; (7月29日）
l小山 雅弘
ノ 『－－A圭一』■･パー二n2r?U可、＝ ‐｡一一

; （7月29日） 江口 武史藤田千津子 タリーを語り懇親を深めましょう；
l小山 雅弘 萩原喜代子林 正路 浅井誠寿 〉
； 本日予算書の説明させて頂きま 池森 由幸伊豫田博明 久し振りの雷雨で過ごしやすくメ
タす(本年度会計)又例会終了後 樫尾 富二加藤重雄 なりました昔作った句を思い出；
〉オリエンテーションを開催します 川端 圭 川浦 忠 しました ／

；久野峯一 小林英毅小杉 啓彰 雷一閃すなはち怠惰鞭打たれ ；
＃ 前会計小杉委員長新会計小山 前元克也 牧野登志子 夫人誕生日祝い ／

／

；委員長ご苦労様です 宮尾紘司 三好 親 加藤 顕 ＞
;竹内 克豊 西川 豊長大口 弘和 今年度初の友愛の日ですロー〈／

〉 この様な長い1ケ月は久し振り 尾関 武弘佐久間良治 タリーを語り懇規を深めましょう《

;ですなんとか無事7月の最終例 佐野 寛佐々木敏夫 会員誕生日祝い ；
;会を迎えることができましたあ 鈴木理之竹内 眞三 服部 正夫 鈴木正副
〉りがとうございます私が常に大 谷口 優舎人経昭 夫人誕生日祝い ＞

;切にしている“三方良し”改めて 遠山 憲孝渡邊源市 ／
｜'・合計‘嶋剃；2難しさを痛感してます 吉田 節美吉田 玄
| 66.000円 ｜ ミメ油田 弘佑足立一郎 今年度初の友愛の日ですロ－ ／

〉 ′
ｸ、"、"、"、夕、グ、グ、ｸ、夕、"、〃、グ、夕、夕､夕、,、ｸ、"、夕、ク、'、ｸ、"、夕、〆、夕、夕、ｸ、ｸ、ｸ、ｸ、夕､ｸ、ｸ、〃、夕、夕、夕、"、グ、〃、〃、"、ｸ、”、夕、ク、ｸ、"、〃、ダ、〆、ｸ、ク、"、グ､ｸ、グ、グ、夕、グ、”、"、ｸ、〃、夕､'、〃、

’’ 次回例会平成20年8月19日(火） クラブフォーラム 3等学校インターアクI､クラブ活動報告桜花学園府
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