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2020－21 年度 畑中知昭会長
皆様今晩は。今日はポリオについて話をしようと思います。ロータリーでは 10 月 24 日がポリオ
デーで、少し日にちは経ちましたが、今日の日経新聞にポリオが大きく取り上げられていました。
ポリオについては一見、自分たちには関係ない事だという気持ちになりがちなんですが、日経新聞
には割と身近な事のように書いてありましたので、引用させてもらいながら話したいと思います。
ポリオは私たちの子供のころは小児麻痺と言っていました。どちらかというと小児麻痺の方が聞
きなれているかと思います。小児麻痺と言われていた戦後、年間千人から 3 千人が小児麻痺に掛か
っていたようです。その中で３０％の子供が亡くなっていくという大変悲惨な病気でした。1960
年には北海道で大流行して、患者は 5600 人、死者は 319 人出て、今も同じようなことだと思いま
すが、有効な治療薬はない、治療法もない、あるのはワクチンのみ、これは今も同じらしいです。
ワクチンで本来は防いでいかなくてはいけないのですが、ワクチンがあるアメリカでも 1960 年に
流行しだして日本へはとても供給できない。そこで供給の手をあげたのはソ連だそうです。国とし
てはその頃のソ連とは非常に仲が悪く、ソ連からは輸入できないとしていたのですが、世論の声は
子供たちを死なせるわけにはいかないのという事で、ソ連から輸入したらしいです。その頃、全国
の患者は 1700 人、死者は 100 人となり、死亡率は前年度の 2 倍になったらしいです。ソ連から 1300
万人分のワクチンがくると効果は絶大で、8 月以降の流行は急速に終息した。また翌年はカナダか
らワクチンが来て、以後 4 年間で患者の発生率は 60 分の１になりました。これについては裏の話
もあって、ワクチンをソ連から輸入したんですが、正式には承認前で、承認前の薬を世論に負けて
使ったのですが、副作用は非常に少なくて、結果的に小児麻痺を防ぐ事が国内では出来ました。ア
フリカが今年の 8 月になくなり、あと 2 か国になりました。世界でなくなれば日本での予防接種も
無くなる事らしいです。そういう意味でもまだ続けていかなくてはいけないですし、今のコロナに
も通ずる話だなと思いました。
クラブフォーラム（地区補助金の事業について）
財団委員長 美谷添里恵子君
「くむんだーホームワーク」事業前回皆さんにお話ししましたように、北部の保育園・幼稚園の
3 か所に木製くむんだーを預けて設置をさせてもらい、遊んでもらう事業になります。
10 月 30 日、３つの園を回り、各園の希望を確認しました。浄心こどもの城は一番で、11 月 27 日
に搬入、12 月 18 日に搬出で、約 3 週間、ホールを見せていただいて設置可能という事でした。園
長先生も大変喜んでいただきました。その足でやまびこ園にいき、設置は来年が良いという事で、
1 月 4 日に設置をして 1 月 30 日までになります。たかす保育園はその日に引き取ってからもって
いき、2 月 20 日までとなりました。その中で、やまびこ園やかたす保育園は市立保育園という事

で、コロナの影響で大変厳しく、出来るだけ子どもたちと接しないようにという事でした。本当は
クラブの皆さんと一緒に組み立てをしたかったのですが、遠くで観ていただく形になります。浄心
さんは是非子供たちと一緒に組み立てたいという事でした。会員の人には設置の時の搬入、搬出を
お手伝いしてほしいと思います。子供たちが遊んでいるところの写真を撮っていただけるといいと
思います。新聞社やケーブルテレビには連絡を取ってあります。
予算は去年計画をして予算を出したのですが、申請通り補助金が 73 万円入金されております。ク
ラブ拠出金として 27 万円くらい出すという計画をしていました。地区委員長の堀部さんに相談し
たところ、クラブの拠出金もできるだけ出してほしいと言われましたので、世さんには 100 万円を
基準に計算を致しまして、くむんだーは３か所で 1 か所あたりの予算はすべて込みで 20 万円と言
われました。残りのお金の 40 万円の 20 万はコロナ関係の事なら何でもいいという事でしたので、
今まで児童クラブに体温計や消毒液を渡していたのが 20 万円で、残り 20 万円ですが、児童クラブ
に寄付したいという事と、社会奉仕委員会の方で、食品衛生協会への消毒液に使いたいと思います。
相手がある事でなかなか思うようにはなりませんが、３園ともとても喜んで見えて、特に冬は外で
遊べないので、木製のおもちゃがあるととても子供達が喜ぶので、是非やってあげて下さいました
ので、初めての事でどうなるか分かりませんが、このように計画をしています。
質疑
・くむんだーの材料は出来ているのか？
いま 11 月末に間に合うように作っている。
・この事業には感謝している。できれば関りを持ちたかったが、こういう時期で仕方ない
・保険には入るのか？ 保険は入らない。貸し出しで渡してしまうので、各園の中での事なので、
園側におまかせする。園側は保険には入っていると思う。どこにいても怪我をしない保証はない。
渡すときに注意事項を渡したいと思う。あとは園にまかせる。
くむんだーは見に行くくらいはいいが、一緒には出来ない。作った方と 2，3 人が組み立ててくれ
て撤収もその方たちがやってくれる。新聞社やケーブルテレビは来てもらうといいと思う。せっか
く予算をいただいたので、生かして使いたいと思いますし、コロナの方でも使えるのでいいのかな
と思います。
今年の補助金はこれで終わりですが、来年の財団事業についてですが、来年の財団について、
やりたい事業があるかどうか聞きたいと思います。私個人的には、来年もすっきりなくなるわけで
はないので、外に向かって行うのは難しいのではないかと、1 年は様子を見たほうがいいと思って
います。落ち着いてワクチンが出来て、外での活動ができるようになってから考えればいいと思う。
12 月には計画書を出さなくてはいけない。
・以前フォーラムをした時に出た案が 2，3 あったので、順番行えばよい。
・来年は行わない。
・
３分間スピーチ
尾村忠雄君
私が入会したのは平成 2 年で、もう 30 年過ぎました。今の会員をみますと、2 世の方が入会
されています。私が入会したころ一緒に入ったのは島崎豊雄さんで、この方はゴルフがとても
上手で素晴らしいスコアを出されていました。今のデイリーの前身であります郡上高原の会に
白鳥ゴルフという会がありまして、そこには寺田澄男さんも入っており、私が聞いたには郡上
では初めてのシングルプレーヤーでした。私はその頃一緒に回った記憶はありませんでしたが、
入る前には週に 1 回は回っており、あの頃は 80 台で回ったこともありました。とにかく豊雄
さんには色々教えていただきました。
山口さんのお父さんも僕は入る前に入会されてみえて、その後退会をされました。山口さんは数字
にものすごく強い方でした。白鳥中のＰＴＡで講演会があり、山口さんが来て見えたので、今日話
をされるのかなと思っていたら、僕の子供がいるから来たんやと言われ、親近感を覚えたことがあ
ります。井俣さんはご主人も入られてみえましたが、お父さんとは長くお付き合いをさせていただ
きました。僕が会長の時、加賀中央ＲＣとの 20 周年の時に、白鳥スキー場にケヤキを植えて、お
祝いで花しょうぶをいただきました。こちらからは石川県の県民の森公園へ何を植えたか覚えてい
ませんが、その 2，3 年後に井俣さんと一緒に見に行ったら 2，3ｍに成長していました。籏哲朗君
のお父さんは典幸さんですが、食の祭典を今でも続いていますが、力いっぱい尽力された方でした。
東田さんは先に奥さんが入会されていましたし、里恵子さんのご主人の清和さんは交換学生事業に
一生懸命されまして、私の家の近くの生徒が留学したいという事で、一緒に行って欲しいと言われ、
色々な話をしました。その生徒は行く事はありませんでしたが、清和さんは熱意のある方だったな
と思いました。

ニコＢＯＸ
ニコＢＯＸ委員会 旭美香君
畑中君 北の方では雪が降り始めているようです。今年の郡上の雪はいかに？
寺田澄男君 昨日、孫娘の初宮参りで、白鳥神社に家族揃って詣り、孫娘の健やかな成長を神
頼みしてきました。世界、日本にも影響のあるアメリカ大統領選挙はどんな結果が出るんでし
ょうか。
松森君 本日、自動二輪の運転免許検定に合格しました。教習所の先生方に本当に感謝です。
和田良一君 今朝、近くの山まで雪が下りてきました。下の方は紅葉でとてもきれいでした。
今年は大雪になるかもしれませんね。
石徹白君 八幡の越前屋でいとしろマルシェを 11 月末までやっています。是非寄ってやって
ください。
美谷添里恵子君 とうとう雪がやって来ました。今年は覚悟しなければいけないでしょうか？
野島君 先日、県の総務部会、財政議長さんを案内して、色白大杉へ行って参りました。樹齢
1800 年の大杉も少し元気がないと感じましたが、1800 年の歴史の重さを感じました。また石
徹白の大自然のパノラマ、生あるものとして魅了されました。
美谷添生君 本日、議会総務常任委員会でマリアージ郡上（結婚相談員）との意見交換会があ
りました。結婚しない、できない人たちが多くいるが、近年、中々成立件数が少なく困ってい
る。どう進めたらよいか、論じられたが、決定的な方法もなく、問題は深刻です。皆でどうか
しなければと思います。
佐藤君 忙しくなってきました。皆さん、タイヤを早く替えましょう。
藤代君 10 月 29～31 日に九州へ旅行に行ってきました。新幹線から湯布院の森号に乗って湯
布院へ。そして博多まで戻り、また新幹線で鹿児島へと、指宿で泊まって楽しい仲間たちと大
いに楽しんできました。帰りは飛行機でセントレアに帰ってきて、色々な乗り物に乗って楽し
かったです。
山口君 木とふれあい、考える機会を持つ「くむんだー」楽しみです、協力します。今週土曜
日、10 時環境レンジャー飛び入りでもＯＫ！
寺田正実君 家から見える高い山には雪が来ました。急に寒くなりました。体調管理に注意し
ましょう。
同文 大村君、尾村君、三島勲君、羽土君、小島君、原君、旭君、井俣君、和田智博君、宮川
君、川島君
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