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笹野義春君早退します。

津牧孝臣君早退します。夫人誕生日祝い。

魚津常義君和田先生お世話になりました。

和田正敏君本日のスピーカー藤本元子

千種保健所所長を御紹介申し上げます。今日

の今日まで先生の姓を安藤さんと思いこんで

いました。ウイークリーにその間違えたまま

で書いてしまいました。医者が間違えては困

ったものです。申し訳ございません。

秋山茂則君、浅井誠寿君、今西功一君

河村政孝君、菊池昭元君、小山雅弘君

久野峯一君、黒野貞夫君、永井正義君

中山信夫君、西川豊長君、西尾正巳君

太田 茂君、鴬谷龍男君、佐野 寛君

杉山貞男君、鈴木正男君、田部井良和君

渡辺辰夫君、吉田 玄君師走になりま

した。

大口弘和君、佐久間良治君林様のご冥福

をお祈りします。

鈴木理之君、谷口 優君明日年末家族

会よろしく。

木全昭二君誕生日祝い。

深見 章君誕生日祝い。結婚記念日祝い。

西村禎二君夫人誕生日祝い。

足立一成君、小林 明君結婚記念日祝

い。

◇釜谷幹事報告

1．本日例会終了後、年次総会を開催致しま

すので、全会員そのままお残り下さい。

その後、規約整備委員会を開催致しますの

で規約整伽委員会の方は2F橘の間にお集

まり下さい。

2．次回例会は、 12日(火)を変更して明日6

時30分より名古屋観光ホテルにて年末会員

家族会となりますので12日(火)の例会はご

ざいません。

3． ロータリーの友12月号が来て居りますの

で、お帰りにお持ち下さい。

綴 蓑 鴛駕
年末会員・家族懇親会

於：名古屋観光ホテル

: 菫鰯熟議
◇黙祷

故林淳三君のご冥福を祈り

◇林夫人会葬お礼挨拶

この度はお忙しい中を主人の為に葬儀にご

参列下さり有難うございました。健康には充

分気を配っており、あまりに突然な事で家族

みんな驚いております。 「くよくよするな、

なるようになるさ」という主人の言葉通りに

頑張るつもりです。今後も皆様にお世話にな

る班があると思いますが、ご指導下さるよう

お願い申し上げます。

◇‘君が代”

“それでこそロータリー”

◇今月のお誕生日祝福

木全君（12/7）、宮尾君(12/10)、吉田(敬）

君(12/10)、深見君(12/16)、上野君(12/16)

◇出席報告

会員 68(67)名 出席 48名

出席率 71.64％

前々回 11月21日（修正出席率) 98.53%

◇ビジター紹介 2名

◇ニコボックス

名北RC松本太一君いつもお世話になっ

ております。

釜谷健一君西野君、お嬢さんのご結婚お

めでとうございます。

小杉啓彰君いよいよスキーシーズン到来。

水野賀續君ホームクラブごぶさた。

西野英樹君良い事がありました。
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◇鈴木（正）会長挨拶

今日は、悲しいニュースをお知らせしなけ

ればなりません。

当クラブのチャーターメンバーである林淳

三君が、病気療養の甲斐も空しく、去る12月

1日逝去されました。誠に痛恨の極みであり

ます。約4ヶ月当クラブを長期欠席された後、

去る9月5日の例会では、大変お元気なお姿

で復帰されまして、私共一同は同君の健康は

回復されたものと安心し、かつお喜び申しあ

げて間もない突然の悲報でありました。去る

12月4日、当クラブの竹内眞三君が葬儀委員

長を努められて覚王山日泰寺舎利殿に於て、

ご葬倣がしめやかな中にも盛大に執り行われ、

会員の皆様も多数お見送りをさせて頂きまし

た。当クラブ創立以来、4人目の貴重な会員

を病の為に失い、誠に残念です。

葱に、今は亡き林淳三君のご冥福を心より

お祈り申し上げる次第であります。

さて、師走に入って東海地方は厳しい寒さ

に見舞われています。名古屋気象台の発表に

よれば、9年続いた暖冬に終止符が打たれて

今年は10年振りに平年並みの気温、即ち、 “冬

らしい冬”の到来とのことです。その為と思

われますが、冬物商品の売れ行きが好調で、

個人消費の追い風になっているようです。個

人消費景気は我が国の様に三寒四温の国では、

気象条件に大変影瀞されると思われます。や

はり、春夏秋冬それぞれ“らしい”季節が、

個人消費景気を支えると思います。

暖冬、冷夏、長雨、日照り、のような異常

気象が長引くことは、人間の生活にとっても

決して好ましいことではありません。

しかし、 “冬らしい冬”の到来ということ

は、 “今年の冬は寒いぞ”ということでもあ

ります。今年もあと25日を残すのみとなりま

した。皆様には、十分に健康に留意されまし

て、お元気でご越年されますようお祈り申し

上げます。

◇講演

“ポリオの現状について”

千種保健所所長

藤本元子さん （紹介和田君）

ポリオはポリオウイルスによる感染症で、

のどの痛み、発熱、頭痛、嘔吐などのかぜ様

の症状をもって発症し、それがひいたあと手

足特に足の随意筋の弛緩性マヒをきたす急性

ウイルス性の病気です。 （通常は非対称性）

ポリオは、かかっても全く症状が出ないで

終わる不顕性感染も多く、発症してもただの

風邪症状で終わる不全型ポリオも多いのです

が、呼吸中枢などがウイルスに侵された場合

は呼吸麻簿のため5％ぐらいの患者が死亡し

ます。

ポリオはかって「小児マヒ」とも呼ばれて

いました。

術生状態が悪い地域で、野生のポリオウイ

ルスが広く蔓延している場合は、ポリオの麻

揮患者は5歳以下の乳幼児に多く発生するか

らであります。

わが国のポリオの流行状況を見てみますと

昭和20年代から30年代前半まではポリオ患者

は毎年およそ2千人から4千人あり、死亡者

数も200人から500人ぐらいありました。

昭和35年、北海道を中心に乳幼児の間に大

流行があり、この年の患者数は5606人に達し

たといわれています。翌年の昭和36年にソ連

等からポリオの生ワクチンを緊急輸入し、ワ

クチンの一斉投与以来、劇的に患者、死亡者

が減少し、現在、わが国には野生のポリオウ

イルスは常在しないと考えられています。

一方世界的にみてみますと、発展途上国で

は未だにポリオ麻揮患者が多数出ており、WHO

の調査では1988年に35255人の麻揮患者が報告

されており、実際には年間30万人からの麻揮

患者が出ていると推定され、その年、WHOは

「西暦2000年までに世界からポリオを根絶す

る計画を進めること」を決議し、世界規模で

ポリオを含めた免疫拡大計画(EPI)をすす

めています。

ロータリアンの皆様方がポリオプラス・キ

ャンペーンを通じて世界に貢献されているこ

とを、今回学ばせていただき、敬意を表する

とともに、今後ともポリオ撲滅にご努力賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。
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・1996～97年度理事役員指名の件

全会員にて承認されました。
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◇11月度理事会議題（11/28）

新入会員候補者承認の件

12月5日(火)年次総会の件

年末警戒慰問の件

年末謝礼の件

１

２

３

４

wy殿y

－2－



信F一義I
三光㈱林淳三君

病気療養の所、 12月1日午前11時17分逝去

されました。

静治療をうけ、一転元気になられ以前にまさ

る顔の色艶に私も安心し周囲の者も安堵して

おりましたのに、青天の解濯の如くに俄かに

病革まり卒然として逝かれました。御遺族の

悲嘆如何ばかりかと申す言葉もありません。

淋しいの一語であります。 「生涯戻業の能く

する処に非す唯宿業のみと聞いた事がありま

す。そうだ林君は今や生きる業を十分につく

されて彼岸に往生されたのだと私は私自身に

云いきかせております。

思えば考えれば絆は断ち難くいよいよ断腸

の思いのみ残ります。生前貴方の口癖の“土

に還るのだ”を沁々と思い起しております。

どうぞ彼の土より君の御遺族を照覧し給へ。

彼の土より我ら有縁の老悪童を笑覧し給へ。

「今は唯安らかに眠れ林君」 「暫しの別れ

だ。何れ私も又」

チャーターメンバーで

あり、国際奉仕委員

長、広報・社会奉仕等

様々な活動を通して、

クラブに貢献して頂き

ました。
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告別式12月4日 日泰寺舎利殿

おわかれ

惜別のことば
おわかれ

惜別のことば

会員竹内眞三君

林君、林淳三君、と今私は君に呼びかけま

す。 「オー竹内先生どうした」との返事が今

にも返ってきそうな感じが致します。暖かく

実在感のある貴方の御姿が今にも現われそう

でなりません。然し無情にも君はそちらに横

たわり私は呆然として「宝樹院釈証淳」の位

碑を眺めている。実に無念だ。君も無念だっ

たろうが僕も残念至極だ。もっと話したり教

えられたりあれこれ聞いておくのだったの思

いが募るばかりです。君は学を終えるや若く

して繊維業界に身を投じ、昭和39年早々現三

光株式会社を創業し、粉骨細心業績の拡大発

展をとげ揺ぎない今日の盛業をもたらされま

した。

私が林君を直接知る様になったのはお互い

千種ロータリークラブの創立会員として相識

る様になって以来であり、職業を異にこそす

れ彼も人也我も人也との基本的考え方が奇妙

に相通じ眠懇にして頂き時に励まし、時に叱

り、時に慰めして十数年の知遇を得たのでし

た。貴方の多才多趣味は限りなく何れも半端

ではありませんでした。ゴルフ、スキーに始

まりメカ好きの君はカメラ、ラジコン、自動

車、果ては軽飛行機まで天真燗漫そのもので

した。私が刮目したのはシルクロードの話か

らガングラを基源とする東洋美術の話を伺っ

た時、君の顔とは裏腹にその考えの底流に“無

常感”に触れた時でした。事業家とばかり思

っていた君の脳底に“人生流転こそが実相”

の触感は私の感覚と同じく「友」を得た喜び

を抱いたものでした。

三年程前でしたが、 “竹ちゃん自覚症状何

んにもないのに肝機能の検査値ばかり高いの

は何かね”と問われ精査を奨め、その結果胆

石症と判明手術をされました。その折、C型

肝炎の事、多分若い頃受けた手術時の輸血が

原因であろう過労は不可と主治医に注意をさ

れたとか。 譲 ‘

今年春、肝性発作を起され半年にわたる安

一

－第113回ゴルフ会成績一

（長島カントリー11/16(木))

RANK NEME Out in GHcpNet

優勝鈴木正男 49 47 96 22 74

2位三好 親 41 44 85 10 75

3位永井正義 43 42 85 9 76

B B今西功- 60 60 120 32 88

次回ハンディl鈴木(正)君17
三好君 9

（参加者8名）

◇例会変更のお知らせ

名古屋西RC 12/21(木）年忘れ家族会の

為、12/19(火)名古屋観光ホ

テルにて17時半より。

名古屋名南RC 12/26(火)忘年家族会の為、

名鉄グランドホテルにて。

名古屋東南RC 12/28(木)忘年家族会の為、

12/25(月)名鉄グランドホテ

ルにて17時半より。

名古屋瑞穂RC 12/28(木)夜間例会（上期反

省会）の為、八勝館にて18

時より

名古屋大須RC 12/28(木)ポール君さよなら

パーティーの為、プリンセ

スガーデンホテルにて18時

より。

◇例会休会のお知らせ

（ビジター受付は致しません｡）

12月28日（木）名古屋守山RC

12月29日（金）名古屋北RC、名古屋港RC

◇次回例会（12月19日）

識演“地価の現状と今後”

㈱明和不動産鑑定所社長

~梅谷道彦氏 （紹介宮尾君）
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策です。
かい

Q－7ポリオを根絶するのは、その甲斐

があることなのですか？

A－7人道的な観点と経済的な観点の双

方から、そう言えます。ポリオを根絶したこ

とで得られる利益は、2005年までに、そのた

めに必要なコストを約1億2,500万ドル上回り

ます。全世界で行われている免疫プログラム

は、毎年、50万人の子供たちを肢体の麻揮か

ら救っています。

Q－8ポリオを抑制するだけでは不十分

なのは、なぜですか？

A－8ポリオを根絶させないで抑制する

だけにとどめておくのは、高くつくのです。

大流行するおそれが残っている間は、各国は

ワクチンを購入して、免疫活動を続けなけれ

ばならないからです。それに危険でもありま

す。ポリオが蔓延している国から、いつポリ

オ・ウイルスが侵入してくるかわからないか

らです。

Q－9私の国ではもうポリオがなくなっ

ているのに、私がこの病気に関心をもたなく

てはならないのはなぜですか？

A－9世界のどこかでポリオが生き延び

ているかぎりは、あなたも、あなたのお子さ

んも、あなたのお孫さんも、まだ危険な状態

にあるからです。高い免疫率が維持されてい

ないと、ポリオ・ウイルスが他国から侵入し

てくる可能性があります。

Q-10たとえば私に何ができるのでしょ

うか？

A-10あなたの地域社会での免疫率が少

なくとも85％を維持するよう、手段を講じて

ください。免疫率を高めるために、公衆衛生

当局、市民団体、実業界のリーダーたち、宗

教グループとの協力体制をつくるようにして

ください。免疫施設や「全国免疫デー」を支

援するのに協力してください。両親を啓蒙し、

マスメディアを通してのキャンペーンや資料

の配布を通じて広報活動を展開してください。

両親や保健機関従業員に交通手段を提供して

ください。また、特別の必要がある人たちを

対象にした救済活動を計画、実施してくださ

い。

すべての国でポリオがなくならないかぎり、

地球全体でポリオを根絶することはできない

ということを、常に念頭においていてくださ

い。

(RI指定記事）

ポリオに閨する@&A

以下の10の質問は、ポリオに関して最も頻

繁に発せられるものです。

Q－1 ポリオとは何ですか？

A－1 ポリオは、神経システムに影響を

与える伝染病で､生涯続く肢体の嚴鎧や変形
を、そしてときには死をさえも、もたらすこ

とがあります。

Q－2 ポリオの原因は何ですか？

A－2ポリオの原因は、子供から子供へ

伝染するワクチンで､通常は蕊が媒体となっ
ています。ポリオ・ウイルスに感染するのは

人間だけですし、このウイルスは人間の体の

外では、ごく短期間しか生きていられません。

大人も、ごくまれに、ポリオ・ウイルスに感

染することがあります。

Q－3ポリオにかかっても、治りますか？

A－3ポリオ・ウイルスへの感染はまず

腸で起こり、最初の症状はインフルエンザに

似ています。200例に1例の率で、ポリオ・ウ

イルスへの感染が蓉葡に移り、ここでウイル
スが筋肉を動かす神経細胞を殺してしまうこ

とがあります。この神経細胞は、いったん破

域されると再生不可能ですので、一生続く肢

体の麻揮が起こります。

Q－4ポリオを根絶するというのは、ど

ういうことですか？

A－4根絶されたというのは、 “培養さ

れたものではない”ポリオ・ウイルスが自然

界のどこでも見つからないという状態です。

WHOは2000年までに地球上からポリオを追放

し、 2005年までに根絶証明（根絶されたこと

を示す証拠）を出したいとしています。

Q－5ポリオは本当に根絶できるのでし

ょうか？

A－5はい、できます。ジョナス･ソー

ク、アルバート・セービン両博士が、子供た

ちをポリオから守るのに有効なワクチンを開

発しました。たとえば西半球では1991年以降、

1人も新しいポリオ患者は出ていません。

Q－6ポリオを根絶するために、どうい

う全体的な対策が立てられているのですか？

A－6誕生後12カ月の間にすべての乳児

に必ず免疫を与えること、5歳以下のすべて

の子供を対象にした全国的な免疫を実施する

こと、常にサーベイランスを怠らないこと－

この3つがポリオをなくすのに最も有効な対
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