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1982 年オレゴン州でマクドナルドのハンバーガーを食べ
た子どもが嘔吐、下痢、血便で死亡。その後ミシガン州でも
同様の症状により 10 人以上の子どもが死亡し、O-157 が
原因菌であることがわかりました。
日本では 1990 年に浦安幼稚園における集団食中毒で
319 人が発症し２人死亡した事件によって一般に知られる
ようになりました。

◆出席：45 名中 25 名
◆今年度の通算出席率：80.07%
◆先週のメークアップ：▶10/29 三条東 RC へ▷渡辺俊明
O-157 とは――。大腸菌は最も外側にある O 側
君、星野健司君、田中康之君、佐々木常行君
鎖と呼ばれる多糖体抗原により分類され、O-1、O◆ヴィジター：ＲＩ第 2560 地区ロータリー財団委員会寄付・
26、O-103、O-111、O-121、O-145、O-165
資金・ポリオプラス委員野崎喜一郎君（三条 RC 会長）
などがあります。つまり、O-157 とは大腸菌であ
◆幹事報告：
り、大腸菌の細胞膜の O 抗原により多数の種類に分
◆ＲＩ第 2560 地区ＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ研
類されているもののひとつということです。
究会）推進委員会より
O-157 はもともと牛の腸管に存在していました
【ＤＬ（ディスカッションリーダー）推薦のお願い】
がアメリカでの牛の飼育方法に問題があったため
◆ＲＩ第 2560 地区米山記念奨学委員会より
O-157 がベロ毒素という毒素を手に入れ強毒性の
【第 1 回米山記念奨学委員長セミナーの資料開催のお知らせ】
ある大腸菌に変身してしまったのです。
資料ＤＶＤによる研修とレポート提出による開催
その間違った飼育法とは何か。実は牛に食べさせ
◆三条市青少年育成センターより
なければいけない牧草の代わりにトウモロコシを食
①
【第16 回私のメッセージ三条市小学生大会の開催について】
べさせているのです。それにより牛の腸の O-157
▷日時：2020 年 11 月 14 日（土）午前 9 時 30 分より▷
が突然変異を起こし強毒化したと考えられています。
会場：三条市中央公民館大ホール（当クラブは後援団体となっ
では何故トウモロコシを食べさせたのでしょうか。
ております）
アメリカは国策でトウモロコシを大量に作っていま
②【三条市青少年健全育成ネットワーク研修会の開催につい
す。トウモロコシは、ニワトリ、ブタ、ウシの餌のほ
て】▷日時：2020 年 11 月 25 日（水）午後 7 時～9 時
かに、でんぷん、油、バイオエタノール、プラスチッ
▷会場：三条東公民館多目的ホール 1▷内容：講義「STOP the
クの原料としても使われています。
薬物！ ～断る勇気が未来をつくる～」▷講師：聖マリアンナ
この大量に作ったトウモロコシを牛に食べさせる
医科大学非常勤講師堀口忠利氏
と牛の成長が 2 倍となり１歳 11 ヶ月で出荷が可能
となります。
2 歳未満で出荷することが重要で、アメリカの牛
◆理事役員会報告
は2 歳以上になると狂牛病を発症することが知られ
日時：2020 年 11 月 2 日（月）12：15～12：30
ています。狂牛病を発症する前の牛を食べても狂牛
会場：三条信用金庫３階ロビー
病にはなりませんが、狂牛病を発症した後の牛を食
出席：14 名中 9 名
べると狂牛病になり死亡します。だからアメリカの
議事 1．特別支援学級ウインターフェスティバル支援金の
牛は１歳 11 ヶ月で出荷しなければいけないのです。
支出について‥‥承認 （例年通り１万円の寄付）
それに一役買っているのがトウモロコシなのです。
議事 2．親睦例会（12 月 21 日忘年会）について
しかしこれには大きな落とし穴があり、強毒化し
感染症拡大対策の観点から今回は、会員のみ。
た O-157 が出現しました。
家族の参加は無し、といたします
こんにちは。きょうは細菌性胃腸炎の原因のうち
最も有名な O-157 の話をします。
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ニコニコボックス
11/2
12,000 円
累計 147,000 円
野崎喜一郎君（地区 R 財団委員、三条 RC）
「ロータリー財団の宣伝に参りました。宜しく
お願い致します」
銅冶会長「本日のお客様は野崎喜一郎三条 RC 会長で
す。三条南 RC へようこそ！」
石山幹事「本日は地区ロータリー財団員会として三条
RC 会長の野崎様がいらっしゃいました。
ありがとうございます。宜しくお願いします」
坂井君、佐藤君、田代君、熊倉君
「野崎様ようこそお出で下さいました」
西潟君「ボクシング。井上の右ストレートは強かった」
大渓君、渡邉(久)君、坪井君
「BOX に協力いたします」
木村君 「BOX にご協力ありがとうございました」

ようこそ三条南 RC へ
ＲＩ第 2560 地区
ロータリー財団委員会
寄付・資金・ポリオプラス委員

野崎 喜一郎 様
（三条 RC 会長）

三条南 RC からは、今年度既に 450 ドルの基金を送
金いただいております（注：全会員特別寄付 1 万円より）
。
注：
ポリオプラスは今年度はまだのようです（ 後期に財
団 BOX より送金予定）
社会奉仕事業のための地区補助金の資金でもあります。
継続しての寄付をよろしくお願いいたします。

委員会報告

表彰（ロータリー財団より）
●クラブ表彰
Every Rotarian,
Every Year
正会員全員（年度途中
の入・退会者は除く）が、
年次基金へ少なくとも
25 ドルの寄付をして、
1 ロータリー年度の一人
当たりの年次基金への平均寄付額が 100 ドルに
達しているクラブに贈られます。世界で 3,400 の
クラブがこの認証資格を得ました。
100%ロータリー財団寄付クラブ
正会員全員が、年次基金・ポリオプラス基金・ロー
タリー財団が承認した補助金・恒久基金のいずれか
(またはすべて)に、少なくとも 25 ドル以上の寄付
をして、1 ロータリー年度の一人当たりの平均寄付
額が 100 ドル以上に達しているクラブに贈られ
ます。世界で 4,000 のクラブがこの認証資格を得
ました。
End Polio Now:「歴史
をつくるカウントダウン」
キャンペーンの感謝状
ロータリーのポリオ撲
滅活動に少なくとも
1,500 ドルを寄付した
クラブに贈られます。

永桶俊一 ロータリー財団委員長

11 月はロータリー財団月間です。本日は、地区 R 財
団委員会から野崎喜一郎委員もお越しです。
財団ボックスを回しますので、お一人 1,000 円の寄付
に御協力お願いします

―――――――――――――――

今後の例会予定
11/16（月）通常例会
社会奉仕事業（地区補助金事業）
義歯用超音波洗浄器の贈呈式および講習会
11/23（月・祝）勤労感謝の日
11/30（月）クラブ休会

●個人表彰
西巻 克郎 会員
田代徳太郎会員

PHF+４
PHF+２

木村 譲 会員
渡辺 和宏 会員

PHF
PHF

PHF（ポール・ハリス・フェロー）
寄付金額１,000 ドル達成に贈られます。
以降、1,000 ドル達成ごとにマルチプル・プラスが
贈られます。

