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 １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか 

本日のプログラム 次回のお知らせ 

2020-2021年度クラブ方針 

自制心と結束力を繋ぐ理解のハーモニー 
「学ぶLearning・感じFeeling・動くMoving」 

〔橋爪（誠）会長〕 

「母子の健康月間 と  

      新型コロナウイルスワクチン」 
 今月は、「母子の健康月間」です。

2014年10月より4月を重点分野と位置

づ け、5 歳 未 満 の 幼 児 の 死 亡 率 と

罹患率
り か ん り つ

の削減、妊婦の死亡率と罹患

率の削減、より多くの母子に対する基

本的な医療サービスの提供、保健従

事者を対象とした研修、保健ケアの提供、母子の健康に

関連した仕事に従事することを目指す専門職業人のため

の奨学金の支援を強調する月間であります。 

 子供を守る健康へのチャレンジの代表格にポリオの撲滅

運動があると思います。 

 ポリオは古くから人類に存在していた感染症であったと

考えられています。古代エジプトの壁画や、縄文時代の人

骨などにも、ポリオの症状の特徴がみられるといわれてい

ます。ポリオ流行の記載は18世紀頃からみられ、1950年代

までは、しばしば世界各地で流行していたようです。その

後、不活化ワクチンや生ポリオワクチンが開発され、定期

接種されることにより多くの国でポリオ患者は激減しまし

た。WHOは、西暦2000年までに世界からポリオを根絶す

る計画をたて、地域流行のある国を中心にしてポリオワク

チンの定期接種を推進し、さらには、高危険地域では家

庭訪問によるワクチン接種の徹底を行われています。 

 ロータリーにおいては、1985年より世界からポリオをなく

すことを目的としたポリオプラス・プログラムを開始して今現

在36年目が経とうとしています。 

 日本の感染症の戦いを改めて再確認してみると、ポリオ

を例にとれば日本では1960年に北海道を中心に5,000名

以上の患者が発生する大流行となりました。そのため1961

年に生ポリオワクチンを緊急輸入し、一斉に投与すること

開 催 日 
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 前回の報告（第２９７０回例会） 

令和３年４月２２日(木）  

〔橋爪（誠）君〕 

 

〔上野山（栄）SAA〕 

橋爪（誠）君：辻恭治さん、卓話デビューおめでとうござい

ます。張り切ってどうぞ。 

井上君：辻さん、本日の卓話よろしくお願いします。 

成川（守）君：会長、幹事、SAAの皆様、コロナ禍のなか、

クラブ運営ご苦労さまです。 

松村君：地区研修・協議会が今週日曜日にYoutubeで配

信されます。次年度委員長様、ご視聴をお願いいたし

ます。 

中元君：辻恭治さん、本日の卓話よろしくお願いします。

久しぶりの例会場での参加です。コロナの収束を切に

願います。 

川口君：本日の会員卓話、辻恭治さん、宜しくお願い致し

ます。楽しみです。 

辻君：本日、新入会員卓話を担当させていただきます。よ

ろしくお願いします。 

上野山（栄）君：辻君、卓話楽しみです。勉強させて下さ

い。 

 

 

本日の会員数２８名 

（出席規定免除会員９名） 

出席会員数２４名 

（出席規定免除会員５名） 

 

 

 

 

  令和３年５月１３日 第２９７１回 

・クラブフォーラム 

 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

  令和３年５月２０日 第２９７２回 

・次期会長のための時間 

 松村 秀一 会長エレクト 

・ソング：「それでこそロータリー」 
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井上 修平 

菅原 佳典 

ニコニコ箱の報告 

会長の時間  



２ 

母子の健康月間 

によって流行は急速に終息しました。このウイルスは特に

5歳以下にかかることが多い脊髄性小児麻痺を引き起こ

すウイルスです。ワクチン接種をすることで感染症を抑え

こめることが出来、ワクチン接種は最善の対策だと思いま

す。 

 

 また、今全世界の人々がワクチンの大切さを本当に実

体験している最中ではないでしょうか？日本も漸くワクチ

ン接種が開始されました。 

コロナ禍において、ワクチンはゲームチェンジャーとも言

われています。 

 ゲームチェンジャーとは、物事の状況や流れを一変さ

せる個人や企業、プロダクト、アイデアのことを意味して

います。 

 イギリスでは12月8日からワクチン接種を開始し、2か月

余りで第一回目のワクチン接種を1,500万人以上完了さ

せているようです。コロナ新規ウイルス感染者数も１月8日

の68,053人をピークに、急速に減少傾向となり4月19日で

は2,963名までとなっております。 

 ワクチンの大切さを正しく理解し、ロータリーの目指す

ポリオゼロを、アフターコロナではワクチン接種の重要性

と高危険地域への支援が如何に重要かをご理解よろしく

お願いいたします。 

 医療崩壊も危惧されますが、ワクチン接種も徐々に進

むようです。 

 今が一番の正念場のように感じます。 

 くれぐれも感染症対策を徹底し、ご自身の健康にご留

意頂きますようによろしくお願いいたします。 

 

 

〔井上幹事〕 

1.和歌山県より「ダメ。ゼッタイ。」の

協力 

2.「日本のロータリークラブ誕生１００

周年」 記念ベストの配布について 

3.和歌山北ロータリークラブより 

 事務所移転について新住所等の

お知らせ 

4.ハイライトよねやま 

5.三木明財団管理委員エレクトよりアフリカ平和コンサー

トのご案内 

6.次年度のための地区研修協議会についてのご案内 

7.2021年ロータリーバーチャル国際大会：登録開始のお

知らせ 

 

 

 

※SAA（上野山（栄）君） 

  本年も暑さが厳しいです。官公庁・

金融機関等もクールビズが始まりま

す。本会も準じて次回例会より9月末

までの予定で、クールビズと致しま

す。皆様、よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

  

   新入会員 

     辻 恭治 君 

 

 

 

「平成経済から現在までの主な出来事と 

                     経済成長率」 
 本日の新入会員卓話を担当させていただきます辻でご

ざいます。どうぞよろしくお願い致します。 

 今回なぜこのテーマを選んだかと言いますと、私が信

用金庫に入庫したのが平成2年で30年が過ぎました。バ

ブル崩壊直後に働き出してから今までを一度振り返って

みようと考えたのがきっかけであります。 

 平成時代は日本経済の“失われた30年”と言われてい

ますが、主な出来事と経済成長率について振り返りたい

と思います。 

 

≪次頁表参照≫ 

 

 こうして平成経済から現在までの主な出来事と経済成

長率を振り返ってみると、どちらかといえば暗い出来事が

多いように思います。特に平成経済はデフレからの脱却

がテーマの時代であったように感じますが、現在でもデフ

レから脱却したとの感覚はありません。 

 現在コロナ禍の中、皆が自由を奪われ、業種によって

は非常に厳しい状況に追い込まれています。コロナ収束

にはワクチン接種しかないと思いますが、まだまだ時間が

かかりそうです。一日も早いコロナ収束を願って令和時

代は“よかったな”と言えることを心から願っております。 

 長い時間ご清聴ありがとうございました。 

    

                                

   

                               

    

                               

  

                                

                                

                                

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

 幹事報告  

閉会・点鐘 〔橋爪（誠）会長〕 

 卓 話 



 

 

 

 

 

 

３ 

母子の健康月間 

 主な出来事 経済成長率 

平成元年（1989年） 平成に改元（1月8日）・消費税導入3％ （4月1日） 4.9％ 

平成2年（1990年） 日銀が金融引き締め・東西ドイツが統一（10月3日） 4.9％ 

平成3年（1991年） 湾岸戦争勃発（1月）・ソ連崩壊   3.4％ 

平成4年（1992年） 証券取引等監視委員会が発足・ポンド急落 0.8％ 

平成5年（1993年） 細川内閣誕生（8月）・欧州連合（EU）発足 -0.5％ 

平成6年（1994年） 小選挙区比例代表並立制・関西国際空港が開港 1.0％ 

平成7年（1995年） 阪神淡路大震災（1月17日）・地下鉄サリン事件（3月） 2.7％ 

平成8年（1996年） ビッグバン構想発表・阪和銀行経営破綻（11月21日） 3.1％ 

平成9年（1997年） 消費税5％に引き上げ・金融機関の破綻が相次ぐ 1.1％ 

平成10年（1998年） 金融監督庁発足・日長銀 日銀債が経営破綻 -1.1％ 

平成11年（1999年） 欧州がユーロ導入・日銀が金融緩和 -0.3％ 

平成12年（2000年） 日銀がゼロ金利解除・BSデジタル放送開始 2.8％ 

平成13年（2001年） USJ開業・中央省庁再編・米同時多発テロ 0.4％ 

平成14年（2002年） 小泉総理、北朝鮮訪問・金融再生プログラム発表 0.1％ 

平成15年（2003年） イラク戦争勃発・りそな銀行に資本増強 1.5％ 

平成16年（2004年） 三菱東京とUFJ経営統合で合意・郵政民営化を決定 2.2％ 

平成17年（2005年） JR福知山線脱線事故・個人情報保護法を全面施行 1.7％ 

平成18年（2006年） 新会社法施行・日銀が量的緩和策とゼロ金利を解除 1.4％ 

平成19年（2007年） 郵政民営化・高齢化率が21％突破 1.7％ 

平成20年（2008年） リーマン・ショック（米リーマン・ブラザーズ破綻） -1.1％ 

平成21年（2009年） 民主党政権発足・裁判員制度がスタート -5.4％ 

平成22年（2010年） 日本航空が経営破綻・参院選で自民党勝利 4.2％ 

平成23年（2011年） 東日本大震災・円が一時1ドル＝75円台 -0.1％ 

平成24年（2012年） 第2次安倍政権誕生・アベノミクス開始 1.5％ 

平成25年（2013年） 日銀が異次元の金融緩和・日本TPP交渉への参加表明 2.0％ 

平成26年（2014年） 消費税が8％に引き上げ・7年ぶりの円安、株高へ 0.4％ 

平成27年（2015年） ギリシャ金融危機・米FRBがゼロ金利政策解除 1.2％ 

平成28年（2016年） 出生数が初の100万人割・日銀マイナス金利導入 0.6％ 

平成29年（2017年） 米、トランプ政権発足・タカタが経営破綻 1.9％ 

平成30年（2018年） TPP11が発効・働き方改革関連法案成立 0.8％ 

令和元年（2019年） 新元号「令和」スタート・消費税が10％となる 0.9％ 

令和2年（2020年） コロナウイルスの猛威でパンデミック（世界的大流行） -5.2％ 

令和3年（2021年）  4.6％（予測値） 


