
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

●点鐘 
 

 

●合唱  君が代・奉仕の理想 
 

 

●ゲスト   なし 
 

 

●ビジター  なし 

□会⾧の時間        外山 俊明 

皆さん今日は。いよいよ３月になりました。

残り３分の１、４か月です。とても待ち遠しく

思います。一昨日は県立高校の卒業式でした。

コロナ禍のなか、盛大とはいかない卒業式のよ

うでしたが、都工の前を通りましたら、正門の

所で写真を撮っている家族を見かけました、高

校最後の思い出作りですね。 

会社の近くでは、免許を取るために強張った

顔をしながら自動車学校の車で一生懸命練習し

ている子たちを見ます。たまにイラっとすると

きもありますが、なるべく煽らないように譲る

ことを心掛けています。自分も４０年前はそう

だったからですね。 

２月２０日都城地区４クラブで、都城市郡医

師会病院に、コロナ病棟従事者に支援金を贈呈

しました。各クラブ１０万円を拠出し、感染の

危機にもかかわらず、献身的に医療行為を行っ

ておられる医師看護士に僅かでもねぎらいの気

持ちとして贈呈しました。我がクラブでは、一

応４５周年記念事業として、ニコニコより拠出

しております。そしてこのように各クラブに感

謝状を頂きました。当日は、宮崎日日新聞も取

材に来ておりましたが、記事になっていました

でしょうか。私は気づいていません。まだでし

ょうかね。 

昨日はテレビで、コロナウイルスのワクチン

に合わせて、日本のポリオワクチンの歴史につ

いて報道を見ましたので、紹介します。 

ポリオは、１９５０年ごろから世界中ではや

りだし、日本でも流行しだしたそうです。１９

５０年後半からアメリカや旧ソ連などでワクチ

ンが開発され、日本も現在のコロナワクチンの

ようにアメリカから調達するようになっていた

そうです。それが１９６０年にアメリカでポリ

オが大流行しだし、日本でも大流行しました、

しかし、自国優先の為日本をはじめ多くの国が

アメリカから調達できなくなったそうです。そ

こで旧ソ連から調達しようとしたのですが、ま

さしく冷戦時代の真っただ中だったため、反対

が多くあきらめかけていた時に、その時の古井

厚生大臣が、自分が責任を持つからと、ソ連か

らの調達に踏み切ったとのことでした。国会で

は、ソ連からの調達に猛反対だったらしいです

が、数万人の若い子育て世代のお母さんたちが

国会前でデモをしてそれも踏み切った一因だっ

たようです。この時の様子を覚えていらっしゃ

る先輩もおられるのではないですか。その年の

６月末ぐらいから日本でもワクチンの接種が始

まりました。最初ワクチンは飴玉のようなもの

だったそうです。それを乳児たちに投与できる

ように溶かし、シロップのようなものに変わっ

ていったそうです。その後各国でワクチンが開

発され安定した供給が出来たそうです。もちろ

ん国産のワクチンもできました。ワクチン投与
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が始まり、ピーク時には月千人を超える患者が

わずか半年ほどで２０数名まで減少したそうで

す。その後、１９７０年後半までは年１～２名

の発症者だったそうですが、１９８０年に発症

者０になり、日本でのポリオ患者は完全に撲滅

されたそうです。１９６４年に東京オリンピッ

クがありました。ポリオを抑え込んだからオリ

ンピックが成功したと言っても過言ではないと

思います。６０年たって、今まさにコロナウイ

ルスも同じような状況にあると思います。ワク

チンを早く摂取して、何とか東京２０２０オリ

ンピック、パラリンピックが成功するように頑

張ってもらいたいと思います。会⾧の時間でし

た。 

 

□幹 事 報 告        高辺 晃也 
 

①ロータリーレート ３月 １０６円 

②地区大会のご案内  

５/１５(土) 鹿屋市ホテルさつき苑  

地区役員と各クラブ２名（会長、幹事）での開催 

 

③今年度４/四半期における取り組み推進について

（３つのお願い） 

１．my rotary 登録推進（クラブ目標 60％） 
MY ROTARY アカウント登録の仕方 – 国際ロータリー第2730

地区 (ri2730.org) 

２．ロータリー賞への挑戦 
ロータリーの目標は、ロータリークラブ・セントラルから確

認できます。ロータリー賞を達成するには、25 の目標を確

認し、最低でも 13 を選択し、それらを達成した上で、ロー

タリークラブ・セントラルからその達成をご報告ください。 

３．クラブ戦略委員会及び危機管理委員会の設置 

 

●公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会 

  ・第 9回 米山功労クラブ  

第 1 回 米山功労者  大峯  学  会員 

第 1回 米山功労者  吉田  努   会員 

第 1回 米山功労者  吉原  信幸 会員 

第 1回 米山功労者   高辺   晃也  会員 

 

●社会福祉法人都城市社会福祉協議会 

 みやこんじょボランティアフェスティバル 2021  

オンライインだよ全員集合！ 開催のご案内 

 実施方法 オンラインにて 配信日３/２２（月） 

●ロータリーの友事務所 

２０２１-２２ロータリー手帳の申し込み 

 

□クラブ報告  

●来週 3/10（水）例会 12:30～13:10    

中山荘 例会後お弁当持ち帰り  

●3/24（水）例会まで 

        時間短縮例会お弁当持ち帰り 

 

□出 席 報 告 
会員数       45 名 

出免数        5 名 

出席数      33 名 

出席率       82.50％ 

前々回修正出席率 2/17   87.50％ 

前回修正出席率 2/24   祝日週の為 休会 

届出有 中原 穴井 宮原    

届出無 柳 福永 川畑 木下  

ＭＵ会員 
2/17 3 月 

定例理事会 

 

2/17 都城北 RC 

 

外山 高辺 髙橋 前田 小坂 

船木 藤岡 中原 馬渡 盛田  

 

三坂   

要ＭＵ会員（2/24） 祝日週の為 休会 

ＭＵ無会員（2/17） 惠島 柳 脇丸 福永 川畑 

 

■委員会報告 

 

  別紙に掲載しております。 

 

■SAA 報告 

 

別紙に掲載しております。 

 
   

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◎今後のプログラム予定 
3/10（水） 教育振興基金奨学生報告 
3/17（水） 祝日週のため休会 
3/24（水） インターアクトクラブ年間活動報告 
 

 3/3 累 計 

ニコニコ BOX 6,000 172,800 

ゴールド BOX 2,510 51,563 

ロータリー財団 0 222,600 

米山奨学会 1,000 171,000 

教育振興基金 0 208,000 

ポリオプラス 0 28,120 

青少年育成資金 0 5,000 

 
 雑 誌 会 報 ・ イ ン タ ー ネ ッ ト ・ 広 報 委 員 会  

委 員 ⾧：平川 靖三 
委員⾧補佐：吉原 信幸 

担   当：東    淑恵 
 



■委員会報告 
  

■本日のプログラム 

 

河中  功 会員  小坂泰一郎 会員 

 

写真には載っていませんが 

川畑 忠行 会員 

も 3 月が誕生月です 

 

 

…………………………………………………………

 

米山功労クラブ 表彰 
 

 ⾧友 喜信 米山担当委員が代表して授与 

 

 

米山功労者  
高辺 晃也 会員  大峯  学 会員 

吉田  努 会員  𠮷原 信幸 会員 

 

…………………………………………………………

「徳重 幸男 会員卓話」 

カラオケで人前で歌うことが、うつ病などの 

回復の促進につながっている。 

音楽療法が認知症にも効果がある。 

 

お孫さん 13 名（うち 3 名が学生で残りは社会人） 



 

 

●ニコニコ箱● 

河中  功…誕生祝ありがとうございます。しかし年は取りたくないものです。 

井福 博文…本日、令和 3 年 3 月 3 日のひな祭りの日午前 8 時 10 分に 6 番目 

      の孫の女の子が生まれました。すくすく育ってくれることを願ってい

ます。 

外山 俊明…3.3.3.ゾロ目の日です。徳重さん卓話ありがとうございます。 

      河中さんありがとうございます。 

高辺 晃也…米山功労者の感謝状を頂きまして、ありがとうございます。 

徳重 幸男…卓話の機会を与えて頂きありがとうございました。 

小坂泰一郎…誕生祝いありがとうございます。3 月 21 日 69 歳になります。 

●米山記念奨学会● 

𠮷原 信幸…米山賞を頂きました。ありがとうございます。所用で早退します。 

 

……………………………………………………………
河中  功 会員  

4、5 カ月経ちました。朝、足がガクンとなり 

起きれなくなり 1 ヶ月入院。11 月 27 日からリハビリを

毎日してます。 

6 ヵ月は、かかると言われていたが、ここまで回復 

できて嬉しいです。 

昭和 52 年に入会、西クラブが創立されて 1 年目ぐらい

だった。 

今回、例会を欠席することになったのが一番、 

悔しかった。 

 ……………………………………………………………


