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District 2640 Japan

ＲＩ会長 ホルガー・クナーク

会長 花畑 重靖

第 2046 回例会
2020 年 10 月 19 日(月)
海南商工会議所 4F 12:30～
ゲスト卓話 和歌山ダルク 池谷 大輔 様
１．開会点鐘
２．ロータリーソング 「それでこそロータリー」
３．ゲスト紹介
和歌山ダルク 池谷 大輔 様
４．出席報告
会員総数 40 名 出席者数 17 名
出席率 43.59% 前回修正出席率 74.36%
５．会長スピ-チ
会長 花畑 重靖 君
みなさん、こんにちは。
東京では、２～３日前、
コロナ 280 名と 8 月以来
増加しています。フラン
スでは何万人と。９時以
後 の 外 出 は 罰 金 17,000
です。
和歌山ダルクの池谷
大輔 様、本日、卓話宜し
くお願いします。
先般、コロナ後の海南市の総合計画審議会が開催
されました。その夜、三笑会で今回はゴールド会員
の事を言って、もれなく 100 周年バッジを配って
きました。
６．幹事報告
幹事 田岡 郁敏 君
○メイクアップ
阪口 洋一 君
10 月 15 日 和歌山東ＲＣ
○例会臨時変更のお知らせ
和歌山北ＲＣ 11 月 16 日（月）→11 月 16 日（月）
18:30～ ホテルアバローム紀の国
（和歌山アゼリアＲＣとの合同夜間例会）
11 月 30 日（月）→11 月 30 日（月）
18:30～ ルミエール華月殿６Ｆ
（和歌山東ＲＣとの合同夜間例会）
和歌山中ＲＣ 11 月 20 日（金）→11 月 18 日（水）
ホテルアバローム紀の国
（和歌山東南ＲＣとの合同例会）
四つのテスト

言行はこれにてらしてから

①真実かどうか

③好意と友情を深められるか

②みんなに公平か

④みんなのためになるかどうか

幹事 田岡 郁敏

ＳＡＡ 角谷 太基

○例会休会のお知らせ
和歌山中ＲＣ
11 月 27 日（金）
７．ゲスト卓話
和歌山ダルク 池谷 大輔 様
和歌山ダルクの活動
昨年 11 月 1 日より和歌
山市塩屋に拠点を移し、
障がい者総合支援法に基
づき指定自立訓練（生活
訓 練 ） 事 務 所
HealingPlace デイケアセ
ンターとして運営を行っ
ております。和歌山市に
認可された事業所として
運営することにより、さらなる社会的信用と責任、
今まで繋がりの薄かった和歌山市の障害支援課、保
健所等との繋がりが広がり、利用者へのサービス向
上をはかれます。
そして、今までは数万程度の謝金しか払えなかっ
たスタッフへの安定した給料、社会保険等の福利厚
生面が確保されました。ただ、自立訓練（生活訓練）
事業所の利用期間は 2 年と決められています。
この 2 年の間に社会復帰の基盤を作れない人が
出てきますので新たに就労支援 B 型の作業所の運
営を計画しており、そのために必要なサービス管理
責任者の資格等をスタッフが取得に動いています。
HealingPlace デイケアセンターの利用者は 9 名。
新しくフェーズ制を取り入れ、各フェーズに課題を
作り、課題をクリアし、自分の中に吸収していくと
次のフェーズに移行していきます。課題を明確にす
ることで利用者自身の向上心、課題をクリアしてい
くことで今までの人生で育ってこなかった自尊心
の回復が可能になります。
今年から和歌山刑務所に薬物事犯で受刑生活を
送っている人向けに刑務所内で和歌山ダルクと同
じプログラムのエッセンスを提供しています。
前回、受け持ったグループ 9 名の中から薬物 2
名を和歌山ダルクで引き受けました。新型コロナウ
イルスの影響は依存症者の悪化にも繋がり自粛で
所謂「家飲み」が増加、家庭内にもかなり影響が出
始め相談件数が増えました。
今年は FM 和歌山さん。FM バナナさんのラジオ出
事務所 〒642-0002
海南市日方 1294 (海南商工会議所 4F)
TEL:073-483-0801 FAX:073-483-2266

演、和歌山県障害福祉課の方々と 3 月田辺、9 月橋
本、10 月新宮と依存症の問題と解決というテーマ
で研修会を行っています。医療福祉関係者だけでな
く一般の方の参加も増えてきました。
こう取り組むは長く続けていけたらと思います。
８．閉会点鐘
次回例会
第 2047 回 2020 年 10 月 26 日(月)
海南商工会議所 4F 12:30
会員卓話 クラブ社会奉仕委員長会議報告

迅速に緊急事態宣言を発令し、ポリオ根絶プログ
ラムをモデルとする指令センターを設置して対応
にあたりました。同国でのポリオ根絶キャンペー
ンを援助した疫学専門の 40 人の医師から成るチ
ームがエボラ対策に配属され、ポリオ根絶プログ
ラムの技術面を担当する専門家たちが、接触者追
跡や症例の管理にあたる医療従事者を研修しまし
た。接触者追跡を行う 150 人（contact tracers）
のチームが 18,500 人に戸別訪問をしてエボラの
症状をチェックし、最初の発症者（発端患者）を
起点とする 900 人近い接触者リストを作成しまし
た。フォローアップ時に連絡が途絶えた接触者は
わずか一人。エボラ出血熱のアウトブレイクを食
い止めたのは、探偵のような昔ながらの現場調査
でした。

接触者追跡の歴史

花畑 重靖 君

田岡 郁敏 君

魚谷 幸司 君
角谷 太基 君

池谷さん、本日は海南東ＲＣによ
うこそお越し下さいました。ご講
話の方、宜しくお願いします。
和歌山ダルク、池谷様。本日は有
り難うございます。講話よろしく
お願いします。
〃
〃

公衆衛生の探偵たち
コロナ禍のずっと前から接触者追跡は公衆衛生
の礎となってきました。
2014 年 7 月 20 日、人口千万人を超える大都市ラ
ゴス（ナイジェリア）の空港で、リベリア系アメ
リカ人の男性が突然倒れました。その 3 日後、こ
の男性はエボラ出血熱と診断され、同国で初のエ
ボラ患者となりました。世界の主要都市のひとつ
でエボラウイルスが確認されたことは、
「破滅をも
たらす都会でのアウトブレイク（疫病の流行）」
（米
国のある当局者）へのシナリオであると思われま
した。しかし、最悪の大流行は免れ、その後の同
国でのエボラ感染者数はわずか 19 人、そのうち死
亡したのは 7 人でした。世界保健機関（WHO）は、
同年 10 月 20 日にナイジェリアでのエボラ終息を
宣言。最初の症例から 3 カ月後のことでした
終息のカギとなったのは、ロータリーが支援する
「ポリオ根絶プログラム」、特にナイジェリア政府
と他団体の間に築かれた強いパートナーシップ、
およびポリオ根絶のために築かれたインフラでし
た。エボラの発生を受け、ナイジェリア保健省は
クラブ会報・雑誌委員会 委員長：魚谷 幸司 副委員長:重光 孝義

新型コロナウイルスの拡散を抑える上で重要な
「接触者追跡（contact tracing）」は、最近ニュー
スで耳にする言葉です。とはいえ、公衆衛生の分
野では前世紀からこれが礎となってきました。
1937 年、当時の米国の公衆衛生局長官であったト
ーマス・パレンが梅毒対策に関する本（『Shadow
on the Land』）を執筆し、接触者追跡について細
かく説明して以来、接触者追跡は、性感染症、は
しかや結核といったワクチンで予防可能な感染症
の拡大を抑える重要な手段となってきました。天
然痘は、全人口への予防接種ではなく、感染者と
の接触者を見つけ、その人たちにワクチンを投与
することで根絶されました。接触者追跡は、ポリ
オ根絶に向けた進展においても重要な役割を果た
しています。感染症の種類を問わず、接触者追跡
は同じ前提に基づいています。それは、感染者と
接触した人を迅速に特定し、その人たちをモニタ
リングすることで、接触者が発症した場合に適切
な診断と治療を行い、予防接種や隔離を通じてさ
らなる感染拡大を予防することです。
ただし、感染症の種類ごとに違う点もあります。
それは、
「接触者」の定義です。調査員は、感染症
の特徴に注目し、ウイルスがどのように拡散する
のかを判断した上で、感染リスクの高い人を特定
します。例えば、エボラ出血熱の場合、血液や体
液を通じて感染するため、感染者と直接的な身体
接触があった人をモニタリングしました（同じ皿
の料理を食べた、看病をした、感染者の着た服を
洗濯した、埋葬の準備をした、など）。呼吸器系疾
患である新型コロナウイルス感染症の場合、感染
者と 15 分以上にわたって 6 フィート（約 1.82 メ
ートル）以内の距離にいた人を濃厚接触者と米国
保健当局は定義しています。
※ この記事は 2020 年 10 月号『Rotary』誌に掲
載された記事を編集・翻訳したものです。
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