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◆ 会長挨拶
平田徳久会長
皆さんこんにちは。
先ずは 2019~20 年
度地区ガバナー小林
操様･地区幹事宮崎
敏博様ようこそ越谷
RC へ。スタートま
でいよいよあと半年
ですね。ご準備も佳
境かと思いますが、大活躍をご期待しています。後
ほどご挨拶をお願いします。
今日は桃木先生に「疾病予防と治療月間」に因ん
で健康卓話をお願いしました。私も元気だけが取り
柄とこれまで不摂生を重ねてまいりましたが、寄る
年波にはかなわず、先週の月曜日から原因不明の下
痢に見舞われました。下痢止めを飲み騙しだまし来
ましたが、13 日(木)にどうにもならず寝込んでしま
いました。仕事も休み、若海幹事との毎週の打合せ
もキャンセルし、夜に予定していました親睦活動委
員会もドタキャンし瀧田委員長には大変ご迷惑をお
かけしました。つくづく健康のありがたみを痛感し
た次第です。皆さんもこれから年末にかけ宴席の連
続と拝察致しますが、飲みすぎにはくれぐれもお気
を付け下さい。特にいついかなる時も決断を求めら
れる経営トップには健康が欠かせません。
さて話は変わりますが、この時期となりまと経済
界におきましては新春の経営トップの年頭所感づく
りが話題となります。迎える新年のキーワードは、
世界では①米中貿易摩擦、②英国のＥＵ離脱、③Ａ
ＩやＩｏＴなどの第 4 次産業革命などでしょうか。
このようにある意味、諸外国の政権が不安定な中で
は、日本の主体的対応が極めて重要となるのではな
いでしょうか。長期政権となった三期目の安倍政権
には期待をします。国内では①新天皇即位、② 10
月の「消費税の引き上げ」
、③人手不足などでしょう
か。また視点を変えれば、ビッグイベントが目白押
しです。①日本が議長国を務めるＧ20 サミット、②
ラグビー･ワールドカップ、③ 2020 年にはいよいよ
東京オリンピック･パラリンピック、我が国の魅力を
世界にアピールする絶好の機会であり、インバウン

ドのみならず国内観光を含めた観光振興により、地
域活性化に結び付けたいものです。何はともあれ、
日本の全企業数の 99．7％を占める中小企業の生産
性向上なくして、我が国全体の生産性向上と持続的
成長は不可能だと思います。我々を取り巻く環境変
化に対し、スピーディーかつポジティブに対応する
事が重要と認識致します。残念ながら私の出身であ
る三井生命は変化に乗り遅れ、来年 4 月より大樹生
命と社名を変え、名実ともに日本生命の傘下での再
スタートとなります。企業は持続的発展こそ使命で、
資本の論理「負けたらアウト」だと思います。私も
言いたい事は山ほどありますが、退任して 10 年、た
だただ見守るのみです。経営者の皆さん、現実は苦
労の連続かと思いますが、決して弱気にならず常に
強気で逞しく勝ち続けましょう。事業は継続してこ
そ価値であります。今日は少々堅い話になりました。
ご参考になれば。これをもって会長挨拶と致します。
ありがとうございました。
◆ 幹事報告
若海宗承幹事
1、本日、持ち回り理事会において鈴木清美会員の退
会が承認されました。
2、23 日(日)に米山奨学生「感謝の集い」がラフレさ
いたまにて午後 1 時 30 分より開催されます。会長･
幹事･朱さんが出席します。
3、25 日は例会変更となっております。クリスマス
家族例会を東京ディズニーランドホテルにて午後 6
時より開催されます。また来年 1 月 8 日の例会は福
寿家にて新年夜間例会となっておりますので、併せ
てお間違えのないようお願いします。
◆ 委員会報告
◎ 親睦活動委員会
近藤正成副委員長
①12 月 25 日(火)は「東京ディズニーランドホテル」
にてクリスマス家族例会を 18 時点鐘にて開催しま
す。また今週からキャンセル料がかかってきますの
で体調には気を付けて頂きますようお願い致します。
②来年 1 月 8 日は新年夜間例会を「福寿家」にて 18
時点鐘で開催します。出欠の返事がまだの方は 25 日
までに宜しくお願い致します。
◎ ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会
豊田高行委員長
本日、井橋武治パスト会長から 200 ドル頂きました。
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そして企業会員である川崎会員からも少量ではあり
ますが初めてご寄附頂きました。ありがとうござい
ました。
◎ スマイル委員会
木村淳一委員長
通常の例会では本年最後のスマイル日和でございま
す。お賽銭をいれるようなお気持ちでスマイルを、
皆さんの言いたい事を一言発表できる、本当に良い
チャンスです。是非スマイルを頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
◎ 青少年奉仕委員会
鮫島弘武委員長
15 日(土)にアクトの夜間例会があり 18 名ほど参加頂
きました。文教アクトが 8 人と獨協のアクトが 1 人
計 9 人。半年の締めくくりとしてマンゴスチンで行
い、会長･幹事からも寸志を頂きありがとうございま
した。
◆ 挨拶
◎ 2019~20年度地区ガバナー
小林 操様
平成 30 年もあと
数えるほど、私が来
る時はいつもお願い
ばかりで申し訳あり
ません。平田年度の
時に私がこういう事
をいうのは本当に申
し訳なく余り大きい声では話せませんが、今日は次
年度に向けて越谷 RC さんにお願いという事で参り
ました。既に 11 月の地区大会が終わりまして、次年
度小林年度に向けて 11 月 22 日に事務所を浦和の地
に開きました。そこから着々と次年度に向けて準備
を進めています。これから 1 月に入り、2 月 1 日に
地区チーム研修、3 月に PETS、4 月 12 日に大宮ソ
ニックで地区研修･協議会がございます。地区研修･
協議会では越谷 RC 様にホストクラブという事でお
願いしています。まだ具体的なスケジュールは決ま
っておりませんが、第 8 グループの越谷 RC は親。
親の脛にすがって一生懸命やりたいと思っておりま
すので、どうぞ宜しくお願い致します。また私も何
回か越谷 RC さんに参りまして、2 年位前の最初の頃
はたどたどしく、何を喋っているのか分からなかっ
たと思いますが「門前の小僧も習わぬ経を読む」と
言われまして、私も役職を重ねだんだん慣れてきま
した。地区大会が終わった後に今の中川ガバナーか
ら色々指導を受けて（今日も少し上がっているので
たどたどしいのですが）お陰様で少しお話をする事
が出来るようになりました。これも第 8 グループで
100 人を超える親クラブの元、色んな経験をさせて
もらった結果だと思っています。これからも宜しく
お願い致します。

◎ 2019~20年度地区幹事
宮﨑敏博様
昨日は壮行会あり
がとうございました。
親クラブに対しまし
て多少配慮が足らな
かったかなと思い反
省して今日はここに
立っています。色々あ
りますけども昨日の反省を踏まえてしっかりやりま
すので、一つこれからも宜しくお願い致します。3
月の地区研修･協議会、その前に地区のスタッフ研修
会、それから PETS もあります。そのあとの研修会
ですので皆さんにはお世話になりますけれど、各ク
ラブの委員会の皆さんに一生懸命小林ガバナーの考
え方を伝えて行けたらと思っていますので宜しくお
願い致します。
◆ 米山記念奨学会感謝状授与
平田徳久会長
米山功労者マルチプル 8 回目 「新井 進会員」
〃
〃
4 回目 「鮫島弘武会員」
◆ ﾛｰﾀﾘｰ財団記念品授与
平田徳久会長
ベネファクター
「平田徳久会長」
PHF マルチプル 4 回目
「中里静博会員」
PHF マルチプル 1 回目
「豊田高行会員」
PHF
「川口一海会員」
◆ 「疾病予防と治療月間に因んで」桃木俊郎会員
皆さんこんにち
は、桃木です。2～3
ヶ月前に澤田プロ
グラム委員長に、た
だ、飯食っているだ
けでなく“たまには
卓話しなさい”とご
命令をいただきま
した。小生も元来素直なものですので、
“はい”とす
ぐに返事をしてしまいました。よって今日の卓話と
なったわけです。
卓話の内容は、予防接種のお話かと理解していまし
たが、プログラムを見るとスライドのようになって
いました。ですが、このような演題で、主に成人の
ワクチンについてお話したいと思います。最近はい
ろいろなワクチンサイトがありますので、いくつか
ご紹介しておきます。“VPD を知って子供を守ろう
の会”や“彩の国接種推進協議会”と“日本小児科
学会のワクチンサイト”などがあります。
現在日本で使用されているワクチンや子供に接種し
ているワクチン、定期接種と任意接種のワクチンを
提示します。4～5 年前にワクチンのお話をさせてい
たころは、いわゆるワクチンギャップが大きかった
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のですが、最近はだいぶ縮まっています。
たくさんのワクチンをどのようなスケジュールで接
種していくかですが、いくつかワクチンサイトの図
をお示ししします。
次に本題の成人のワクチンについてこのような順で
お話したいと思います。
まずは、子宮頸がんワクチンについてです。
現在、2 価と 4 価のワクチンがありますが、９価の
ワクチンが認可待ちとなっています。ワクチン自体
は、ウイルス粒子の中身を抜いた、殻だけのような
構造をしています。日本ではいろいろ言われていま
すが、外国では、安全なワクチンとされております。
次は髄膜炎球菌ワクチンについてです。髄膜炎菌は、
極めて重症な感染症を引き起こし、しかも進行が極
めて速いことで有名です。髄膜炎菌ワクチンは、特
に寮に入るなど、集団生活をする人に勧められてい
ます。少し前は、麻疹の流行が話題となりましたが、
現在は、風疹が話題となっております。風疹の報告
を見ますと、現在では、
“中年のおじさんの病気”と
いうことがわかります。つまり会員の皆様は、要注
意ということになります。年寄りは感染済で、おば
さんはワクチン接種済、おじさんはワクチン未接種
だからです。厚生労働省のワクチン政策の貧困さや
ひずみを物語っております。
風疹については最近の話題ですので、詳しい症状や
発疹の写真をお見せしたいと思います。発疹からは
診断は難しく、検査診断が必要とされています。ま
た、厚生労働省の最近の予防接種委員会のスライド
も供覧します。
次は流行性耳下腺炎、つまり、オタフクです。
流行性耳下腺炎は、オタフク（ムンプス）ウイルス
による唾液腺炎です。唾液腺とは、耳下腺、顎下腺、
舌下腺です。越谷では数年前に流行があり、以後は
見られていません（検査すると本当のムンプスは最
近診ません）
。ムンプス自体はたいしたことないです
が、様々ないやらしい合併症があり、こちらが問題
となります。ワクチンで予防したい疾患です。
B 型肝炎もワクチンで予防したい疾患です。
次はインフルエンザです。インフルエンザワクチン
には、現在使われているインフルエンザ HA ワクチ
ンや経鼻接種型の生ワクチン以外に様々なワクチン
が治験されており、将来、インフルエンザ予防接種
ががらりと変わる可能性があります。インフルエン
ザの治療に関しても、従来のノイラミニダーゼ阻害
薬のほかにウイルスの合成を阻害する薬が発売され
て、治療の選択の幅が広がっています。インフルエ
ンザの治療に関しては日本が世界の先端にいます。
先端にいられるのは国民皆保険と医療費の安さのお

かげです。
百日咳は今年から、厚生労働省が診断基準を定め、
それに合致する症例は全例届けるようになっており
ます。届出を見ると様々な年齢層に見られています。
それはワクチンの効力が低下するためであり、小学
校入学前に追加接種をしたり、従来の二種混合ワク
チンに替え三種混合ワクチンを接種する必要がある
ことは明らかです。ちなみに年長者に百日咳ワクチ
ンを接種しない国は日本だけです。
帯状疱疹は、感染した水痘帯状ヘルペスウイルスが、
水痘を発症した後、脊髄神経根に潜伏し、免疫状態
が落ちた時に再活性され発症します。年長者はワク
チンで免疫力をあげておく必要があります。わが国
では、従来の生ワクチンと不活化ワクチンが認可さ
れていますが、発売されているのは生ワクチンのみ
で、帯状疱疹の予防に接種する場合は 50 歳から接種
できます。
高齢者の肺炎予防のワクチンは、23 価の莢膜多糖体
ワクチンと、小児に接種している 13 価の結合型ワク
チンが使用できますが、公費で一部負担していただ
けるのは前者の実です。
できれば高所接種してから 1
年後に前者を接種すると効力が高いとされています。
最後に狂犬病ワクチンです。狂犬病は世界各地にみ
られ、安全なのは、日本、オセアニア、イギリス，
北欧くらいのものです。また犬だけでなく様々な動
物を警戒することが必要です。ワクチンで予防する
ことが大切ですが、予防で接種しようとすると国産
ワクチンは入手困難です。不思議なことに受傷後の
いわゆる暴露後接種に使用するときは、直ちに入手
可能で、しかも健康保険適応です。
最後に独協埼玉医療センターの渡航接種外来の料金
のスライドをお示しして終わりたいと思います。
本日はご清聴ありがとうございました。
◆ ビジター･ゲスト紹介
次年度地区ガバナー小林 操様･地区幹事 宮﨑敏博
様、文教大学 RAC 会長 袁 斌さん、交換留学生 ロ
マン君
◆ スマイル報告(敬称略)
＊いつもお世話になっています。本日は宜しくお願
い致します。/2019~20 年度地区ガバナー 小林 操様
＊本日は宜しくお願い致します。地区研修･協議会の
お願いに伺いました。/2019~20 年度地区幹事 宮﨑
敏博様
＊①2019~20 年度地区ガバナー 小林様･地区幹事
宮﨑様ようこそ越谷 RC へ。愈々ですね。ご指導宜
しくお願い申し上げます。②桃木先生、健康卓話あ
りがとうございました。これからも会員の健康管理
を宜しくお願い申し上げます。③本日、米山･ﾛｰﾀﾘｰ
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財団で授与された皆様、ご理解･ご協力頂き深く感
謝･御礼申し上げます。/平田徳久会長
＊①2019~20 年度地区ガバナー 小林様･地区幹事
宮﨑様、本日はお忙しい中のご来訪ありがとうござ
います。②桃木先生、本日は卓話ありがとうござい
ました。昔、子供が病気でお世話になった時 泣いて
しまいうるさくしていたら私が怒られた事を思い出
しました。③来週開催されますクリスマス例会には
170 名を越える登録を頂きありがとうございます。/
若海宗承幹事
＊年末に当り、今年一年大変お世話になり感謝致し
ます。/坂巻幸次
＊①2019~20 年度地区ガバナー 小林さん･地区幹事
宮﨑さん応援します。②桃木先生、卓話ありがとう
ございました。/大野光政
＊①2019~20 年度地区ガバナー 小林さんようこそ
越谷 RC へ。昨日の壮行会ではお世話になりました。
②桃木先生、健康卓話ありがとうございました。ま
た私の孫がお世話になっています。/井橋吉一
＊①2019~20 年度地区ガバナー 小林様･地区幹事
宮﨑様ようこそ越谷 RC へ。あと半年です。頑張っ
て下さい！②桃木先生、本日は卓話ありがとうござ
いました。/中島美三郎
＊①小林 G エレクト･宮﨑次年度地区幹事、昨日は北
クラブ主催の壮行会にてお世話になりました。私も
気が引き締まる思いです。②桃木会員、孫達の病気
にはいつもハラハラしていますが大変勉強になりま
した。/新井 進
＊①2019~20 年度地区ガバナー 小林様･地区幹事
宮﨑様お忙しい中ようこそ越谷 RC へ。最後まで楽
しんで下さい。②桃木先生、健康卓話ありがとうご
ざいました。平均寿命が永くなったのは子供の病気
を治す先生始めお医者さんのお蔭で、皆様の寿命が
延びたのですね！ありがとうございます。/山田二三
夫
＊平田会長･若海幹事、半年ご苦労様でした。あと半
年頑張って下さい！/石河秀夫
＊本日は下手な卓話をご清聴頂き大変ありがとうご
ざいました。/桃木俊郎
＊①2019~20 年度地区ガバナー 小林様･地区幹事
宮﨑様、昨日の壮行会では大変お世話になりました。
一年間宜しくお願い致します。②桃木先生、健康卓
話ありがとうございました。/江原武男
＊①2019~20 年度地区ガバナー 小林様･地区幹事
宮﨑様ようこそ越谷 RC へ！昨日は欠席してすみま
せんでした。②桃木先生、健康卓話ありがとうござ
いました。楽しく解説して頂き勉強になりました。/
澤田裕二

＊①2019~20 年度地区ガバナー 小林様･地区幹事
宮﨑様、本日はようこそ越谷 RC へ。次年度宜しく
お願いします。②桃木先生ワクチンの話大変勉強に
なりました。/坂巻邦夫
＊①2019~20 年度地区ガバナー 小林様･地区幹事
宮﨑様ようこそ越谷 RC へ。今後のご指導宜しくお
願い致します。②桃木先生、貴重な話ありがとうご
ざいました。/森 仁三
＊①2019~20 年度地区ガバナー 小林様･地区幹事
宮﨑様ようこそ越谷 RC へ。②桃木先生、本日は健
康卓話ありがとうございました。/川口一海
＊桃木先生、役立つ予防法を教えて頂いてありがと
うございました。/外崎博之
＊①2019~20 年度地区ガバナー 小林様･地区幹事
宮﨑様、昨夜の壮行会ではお世話になりました。GET
には気を付けて行ってらっしゃい。②桃木先生、今
日は卓話ありがとうございました。/中里静博
＊2019~20 年度地区ガバナー 小林様･地区幹事 宮
﨑様ようこそ越谷 RC へ。頑張って下さい。/浅見冨
司雄
＊①2019~20 年度地区ガバナー 小林様･地区幹事
宮﨑様ようこそ越谷 RC へ。頑張って下さい。②桃
木先生いつも娘がお世話になっております。折角の
卓話ですが仕事で途中早退致します。すみません。/
豊田高行
＊本日スマイル日和（？）につきスマイル参加しま
す。/丹田益生
＊仕事の都合で早退します。すみません。/蓮見典史
＊先日事故にあい 5m 位車に跳ね飛ばされましたが、
骨折もせずに元気です。スマイル日和と言う事で日
頃の感謝を込めてお賽銭とさせて頂きます♡/山﨑和
美
＊2019~20 年度地区ガバナー 小林様･地区幹事 宮
﨑様ようこそ越谷 RC へ。また昨日の壮行会では大
変お世話になりました。/増元 晃
＊①2019~20 年度地区ガバナー 小林様･地区幹事
宮﨑様、私と父親共々宜しくお願い申し上げます。
②桃木先生、本日は卓話ありがとうございました。/
木村淳一
＊2019~20 年度地区ガバナー 小林様･地区幹事 宮
﨑様ようこそ越谷 RC へ。昨日の壮行会ではお世話
になりました。/中村 守
＊木村委員長の切実な願いに応えてスマイルします。
本日、早退致します。/横家 豪
＊桃木先生、楽しく勉強になる卓話ありがとうござ
いました。子供 2 人もいつも大変お世話になってお
ります。/小暮直正
＊桃木先生、先週は土曜日にも関らずうちの息子を

第 2810 回例会報告(例会日：2018 年 12 月 18 日)担当：松永 賢一

越谷ロータリークラブ週報 VOL.2561
診察頂きありがとうございました。今シーズンも家
族共々宜しくお願いします。/大野保司
＊桃木先生ためになる卓話ありがとうございました。
私も大人になってからおたふくをやって睾丸炎にな
りました。予防接種は大事ですね！/澤幡智史
＊本日、早退致します。/小室伸和
＊申し訳ありませんが早退致します。/大塚洋幸
本日 50 件 64,000 円
累計 1,129,500 円
◆ 出席報告
本日出席率 61.05 ％
会員数 97 名
出席者数 66 名 出席免除者数 19 名

米山記念奨学会感謝状授与

文教大学 RAC 夜間例会
ﾛｰﾀﾘｰ財団記念品授与

於：12 月 15 日（土）マンゴスチン

1 月の例会予定
1/8

1 月 1午後 6 時点鐘
新年夜間例会 福寿家

1/15

結婚誕生祝

卓話「アジアの笑顔」

大宮アルディジャ事業本部グローバルマネージャー
秋元利幸 様

1/22

1/26 第 8G IM

に振替

ギャザホール午後 2 時点鐘
1/29

卓話「年金政策の現況について」
越谷年金事務所

工藤哲彦 様
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