
出席の状況
会員数　55名（内出席免除　２名）　出席者数　44名　　欠席者数　11名
出席率　81.48％　　前々回訂正　90.74％　　　　
欠席者　藤岡，花房，原，加戸，鴨井，川本，菊井，小松原，丹治，槌田，（渡辺）

S . A . A . 　 　　
大和豊子様（岡山南RC）： 卓話させていただきます。ポリオ撲滅への御理解と御協力を。
岡本（和）会員 ： 岡山南RC会長 大和様、本日のご訪問ならびに卓話ありがとうございます。６月の会長親睦会よろ

しくお願いします。
竹本会員 ： 大和豊子先生、本日の卓話楽しみにしています。どうぞよろしくお願い致します。
末吉会員 ： 岡山南RC会長 大和様、本日は、卓話よろしくお願い致します。
氏房会員 ： 大和様、お忙しい中での卓話有難うございます。又、商用の為次回例会欠席致しますのでスマイル

致します。
平松会員 ： 念願が叶い、大和豊子様の卓話を拝聴できますこと、心から感謝申し上げます。私たちもポリオ撲滅

をぜひ見たいです。
岩本会員 ： 大和先生の卓話に感謝いたします。
笠原会員 ： 先週欠席して申し訳ございません。スマイルします。
橘高会員 ： 先日のゴルフコンペでは、西岡会員・日笠（伸）会員、大変お世話になりました。

９件　27,000円（累計 1,286,000円）
会 長 報 告  会　長　岡　本　和　夫

　去る5月19日には岩本ガバナー補佐とともに、IMのお礼を兼ねて津山RCを訪問しました。４月に
創立60周年記念式典を終えた老舗クラブの訪問を楽しみにうかがいました。毎回本日の花と題し
て、花卉栽培をしている会員のご厚意により、ひな壇の前の珍しい花を観賞することができました。 
県南からの訪問は滅多にないとのことで、 「うれしい ありがたい」と率直な感想を述べていただき
ました。また今後も第8・第9グループ合同のIMは継続すべしとの強い希望を述べた会員もおられました。
　さて、後半のプログラムでは、「Angry Management」と題した内部卓話を聴くことができました。怒りの感情も 6
秒も経てばやわらいでいくもので、とにかく6秒辛抱する術を見つけなさい。また、怒ると叱るは別のもの、常に 「You 
…お前は  あなたは…」ではなくて、 「I …私は…」という話し方をすることが大事ということを教わりました。ひと昔
前の労使関係はもはや通用しない、働きやすい職場をつくることで、選ばれる会社になるというお話でした。
　東大の赤門前のパン屋本郷中村屋を買い取って、のちに現在の新宿中村屋を起業する相馬愛蔵は、店員を
叱る時、細心の注意を払ったそうです。本人の過去の善行を調べさせ「かほどの手柄をたてながら今回の失策
は汝のために惜しむ」と言って叱ったそうです。
　本人の善行などを先にほめておいてから最後にその失策をあげて反省を促す　『私の小売商道』相馬愛蔵

幹 事 報 告 幹　事　末　吉　賢　多
① ６月のロータリーレートは1 $ = 110円です。
② 「特別養護老人ホーム憩いの丘」より恒例の「高田ホタル祭」のご案内チラシが届いており
ますので、他クラブ週報とともに回覧いたします。

③ 明日5月30日㈫18時30分より、「割烹かどや」に於いて「第４回IDM」を開催いたしますので、 
ご出席予定の皆様はよろしくお願いいたします。

外 部 卓 話 
「ポリオ撲滅をこの目でみたい（ロータリーのポリオ撲滅運動について）」
　　　一般財団法人 淳風会健康管理センター　産業医　大和 豊子  様（岡山南RC会長）
　世界で最も根絶に近い病気であるといわれるポリオは、国際ロータリーが全力を挙げて世界
ポリオ撲滅推進活動（GPEI）を行っている疾病です。かつては小児まひ（医学用語では急性
灰白髄炎）と呼ばれ、患者の便が口から入って感染し、 ウイルスはのどの粘膜や腸の粘膜で増殖し、リンパ、血中
から中枢神経系に感染します。脊髄前角細胞に炎症を起こすと運動麻痺を起こし、更に上方に病変が広がれば

寄稿文「戦艦大和と日本」② 　　　藤　岡　　温　会員
（続「戦艦大和と日本」）（パート１は　No.01143  2017.4.10  第35例会）
（パート２）大和建艦までの日本海軍・戦艦（蒸気機関と鉄の装甲艦）史
・明治11年　初代扶桑3717トン，24センチ砲4門，初めて保有した戦艦，英国製
・明治22年　海軍呉鎮守府開庁
・明治27年　日清戦争，扶桑活躍
・明治36年　呉海軍工廠設立
・明治38年　日露戦争 戦艦三笠活躍，1万5000トン，30センチ砲4門英国製，当時世界最大級，主砲の大型化と中央部設置（片舷4門）
・明治39年　英国戦艦ドレッドノート1万7900トン，45口径30センチ砲

※10門（片舷8門），蒸気タービン初搭載（機関の軽量と小型化による重装備化，高速化21ノット），戦艦の近代化を
確立し，「弩級艦」と呼ばれる。それまでの戦艦が一気に旧式になる。
※砲身の内径が30センチ，砲身の長さが45口径長（30センチ×45＝13.5メートル）。口径長が大きいほど弾丸の速さ，
貫徹力，射距離が大きい。

・明治45年　呉と横須賀の海軍工廠で，弩級の2隻の戦艦（河内，摂津）完成。しかし，その頃から，英国では，「超弩級」と呼ばれ
る戦艦オライオン（2万2000トン，34センチ主砲8門)の建造に入る。

・大正2年から大正7年　超弩級型巡洋戦艦金剛型（36センチ砲），これをもとにした超弩級型戦艦扶桑，山城，伊勢，日向完成。
・大正 5年　ジュットランド沖海戦（第1次大戦）で英独艦隊砲撃戦。英国の超弩級型巡洋戦艦が格下の独巡洋戦艦に轟沈される。

砲弾に対する防御力不足が原因。これにより，建造に着手していた長門（41センチ砲搭載，3万9000トン，88艦隊構想
第1号艦，大正9年完成・呉海軍工廠，昭和21年ビキニ環礁にて爆沈），陸奥（同型，大正10年完成・横須賀，昭和18
年6月8日広島湾沖柱島泊地にて原因不明の爆沈，引き揚げられた41センチ主砲身大和ミュージアムにあり）の設計を
変更。砲弾に対する水平防御の強化と砲塔，機関室などバイタルパートに絶対に貫通弾を受けないようにした。

・大正11年　ワシントン軍縮条約で主力艦，航空母艦対米英6割（保有トン数）となる。主力艦建造10年間禁止。
88艦隊構想（戦艦8隻，巡洋戦艦8隻）挫折。
戦艦６（扶桑，山城，伊勢，日向，長門，陸奥），巡洋戦艦4隻（金剛，比叡，榛名，霧島）で止まる。
大正10年には主砲46センチ砲8門の搭載艦の設計が始まっていたようであるが，立ち消え。
国民から，主席代表であった加藤友三郎海相は「アメリカの追従者」呼ばわりされ，海軍は「戦わずして連合艦隊は
撃滅された」と揶揄された。

洋上の漸減作戦
　対米戦力比は，主力艦の合計主砲数などで劣勢を強いられる結果となったが，唯一優位であったのは，全主力艦の速力が米
国の21ノットに対し，23から27.5ノットもあったことであった。そこで，対米決戦（日露戦争以降の仮想敵国は一貫して米国であっ
た。）に向けて，この優位性を最大限に活かし，主力艦の劣勢を補助艦の活躍で補おうというのがこの作戦である。
　即ち，大西洋を西進してくる米艦隊に対し，潜水艦と航空機による神出鬼没のかく乱攻撃，次に駆逐艦，巡洋艦による昼夜の雷
砲撃を反復・執拗に加え，敵艦隊勢力をできるだけ削減していく，彼我の主力艦勢力が見合ったところで最後に戦艦が登場して
決戦を挑み，その巨砲で敵艦隊をせん滅するというものである。
　艦隊同士の砲撃戦における交戦距離は，日清戦争では3000メートル，日露戦争では6000メートル，ジュットランド海戦では1万
6000メートルであった。これが40センチ砲による日米戦では3万メートル前後になろうと想定された。とすれば最後に戦艦の主砲戦で
確実に勝利するには，相手の主砲弾の届かないより遠方から砲弾を撃ち込んで相手を撃沈することが一番となる。
このアウト・レインジ戦こそ勝利のカギと考えた日本海軍は，軍縮条約失効（昭和11年末）をにらんで，射程距離4万2000メートルに
も及ぶ46センチ砲9門搭載の大和，武蔵の超巨艦構想へと走っていった。
　航空母艦による航空兵力の利用については，あくまで敵兵力漸減の補助戦力に過ぎず，直接戦艦を撃沈する主力としての位
置づけではなかった。裏返せば，大和，武蔵の当初の艤装も航空機攻撃に対する対空防御力は極めて貧弱であった（大規模航
空機攻撃を受けることは想定外）。

呼吸麻痺を起こします。感染者の多くは子供であるため、小児まひと呼ばれていました。日本でも昭和36年北海
道中心に大流行がおこり、当時の古井厚生大臣が超法規的決定で生ワクチンをソ連、カナダから緊急輸入し、
以後急速に発生が止まりました。
　ロータリーとポリオの歴史は 1979年フィリピンで600万人の子供へのポリオ予防接種プロジェクトを開始し成功
を収め、1985年ポリオプラスを立ち上げました。1988年にはWHO, UNICEF, CDC, RIが中心となってGPEIを発
足し、当初125カ国で流行していたものが2006年には常在国が4カ国になりました。2009年にビル＆メリンダ・ゲイツ
財団が、ロータリーに資金提供を約束し、2014年にインドを含む東南アジア地域でポリオ撲滅宣言がなされました。
2015年ナイジェリアがポリオ常在国から削除されましたが、2016年再び野生株ポリオ発症が確認され、現在アフ
ガニスタン、バキスタン、ナイジェリアの3カ国が常在国です。この間に、生ワクチン関連ポリオの発症が散見され、
不活化ワクチンの併用が必要であり、更なる資金が必要になっています。インドはポリオ根絶国に認定されていま
すが、現在も全国一斉ポリオワクチン投与日活動をしています。世界からポリオ
が根絶されるまでは、予防接種は必要なのです。何時爆発するかわからない
からです。世界で根絶が認定されれば現在公費で実施しているポリオワクチン
の費用が不要になります。ポリオ撲滅は日本人の我々にも重要な事柄と言える
のではないでしょうか。この事を周りの人々に理解してもらう活動、アドボカシー
の実践などを通して、私たちは子供たちとの約束を守りたいものです。

第４回ＩＤＭ 幹　事　末　吉　賢　多
　5月30日18：30より、「割烹かどや」において、第４回ＩＤＭを開催いたしました。
　当日は、21名の会員が参加し、ロータリー情報委員会　堀川委
員長より、オリンピックとロータリーの関わり等の教示を受けました。
　また、出席者全員より、ロータリーに対しての思いをお話し頂きま
した。
　最後に、第４回をもちまして、本年度のＩＤＭを終了させて頂きま
した。ご参加戴きまして、誠に有難うございました。

ゴルフ同好会報告　　 ゴルフ同好会　副幹事　西　岡　貞　則
第274回ゴルフ同好会 成績表他
場所：鷲羽ゴルフ倶楽部　　日時：平成29年5月25日㈭  スタートＯＵＴ　３組 10人
順位

　朝方雨が降っている状況で、スタート時間になると雨も止みいい天気になり、
参加者全員が晴男だと思いました。
　さて、今期終盤戦で今回はハンデが沢山ある方が優勝を狙える時期でもあり
ます。久々の参加の小菅会員がぶっちぎりの優勝で、小松会員が２位の大検討
でした。鈴木会員も前半は良かったのですが、後半が悪かったみたいで３位で
した。
　次回６月１０日山陽ゴルフクラブにて開催します。

６月お祝い行事
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・明治45年　呉と横須賀の海軍工廠で，弩級の2隻の戦艦（河内，摂津）完成。しかし，その頃から，英国では，「超弩級」と呼ばれ
る戦艦オライオン（2万2000トン，34センチ主砲8門)の建造に入る。

・大正2年から大正7年　超弩級型巡洋戦艦金剛型（36センチ砲），これをもとにした超弩級型戦艦扶桑，山城，伊勢，日向完成。
・大正 5年　ジュットランド沖海戦（第1次大戦）で英独艦隊砲撃戦。英国の超弩級型巡洋戦艦が格下の独巡洋戦艦に轟沈される。

砲弾に対する防御力不足が原因。これにより，建造に着手していた長門（41センチ砲搭載，3万9000トン，88艦隊構想
第1号艦，大正9年完成・呉海軍工廠，昭和21年ビキニ環礁にて爆沈），陸奥（同型，大正10年完成・横須賀，昭和18
年6月8日広島湾沖柱島泊地にて原因不明の爆沈，引き揚げられた41センチ主砲身大和ミュージアムにあり）の設計を
変更。砲弾に対する水平防御の強化と砲塔，機関室などバイタルパートに絶対に貫通弾を受けないようにした。

・大正11年　ワシントン軍縮条約で主力艦，航空母艦対米英6割（保有トン数）となる。主力艦建造10年間禁止。
88艦隊構想（戦艦8隻，巡洋戦艦8隻）挫折。
戦艦６（扶桑，山城，伊勢，日向，長門，陸奥），巡洋戦艦4隻（金剛，比叡，榛名，霧島）で止まる。
大正10年には主砲46センチ砲8門の搭載艦の設計が始まっていたようであるが，立ち消え。
国民から，主席代表であった加藤友三郎海相は「アメリカの追従者」呼ばわりされ，海軍は「戦わずして連合艦隊は
撃滅された」と揶揄された。

洋上の漸減作戦
　対米戦力比は，主力艦の合計主砲数などで劣勢を強いられる結果となったが，唯一優位であったのは，全主力艦の速力が米
国の21ノットに対し，23から27.5ノットもあったことであった。そこで，対米決戦（日露戦争以降の仮想敵国は一貫して米国であっ
た。）に向けて，この優位性を最大限に活かし，主力艦の劣勢を補助艦の活躍で補おうというのがこの作戦である。
　即ち，大西洋を西進してくる米艦隊に対し，潜水艦と航空機による神出鬼没のかく乱攻撃，次に駆逐艦，巡洋艦による昼夜の雷
砲撃を反復・執拗に加え，敵艦隊勢力をできるだけ削減していく，彼我の主力艦勢力が見合ったところで最後に戦艦が登場して
決戦を挑み，その巨砲で敵艦隊をせん滅するというものである。
　艦隊同士の砲撃戦における交戦距離は，日清戦争では3000メートル，日露戦争では6000メートル，ジュットランド海戦では1万
6000メートルであった。これが40センチ砲による日米戦では3万メートル前後になろうと想定された。とすれば最後に戦艦の主砲戦で
確実に勝利するには，相手の主砲弾の届かないより遠方から砲弾を撃ち込んで相手を撃沈することが一番となる。
このアウト・レインジ戦こそ勝利のカギと考えた日本海軍は，軍縮条約失効（昭和11年末）をにらんで，射程距離4万2000メートルに
も及ぶ46センチ砲9門搭載の大和，武蔵の超巨艦構想へと走っていった。
　航空母艦による航空兵力の利用については，あくまで敵兵力漸減の補助戦力に過ぎず，直接戦艦を撃沈する主力としての位
置づけではなかった。裏返せば，大和，武蔵の当初の艤装も航空機攻撃に対する対空防御力は極めて貧弱であった（大規模航
空機攻撃を受けることは想定外）。

呼吸麻痺を起こします。感染者の多くは子供であるため、小児まひと呼ばれていました。日本でも昭和36年北海
道中心に大流行がおこり、当時の古井厚生大臣が超法規的決定で生ワクチンをソ連、カナダから緊急輸入し、
以後急速に発生が止まりました。
　ロータリーとポリオの歴史は 1979年フィリピンで600万人の子供へのポリオ予防接種プロジェクトを開始し成功
を収め、1985年ポリオプラスを立ち上げました。1988年にはWHO, UNICEF, CDC, RIが中心となってGPEIを発
足し、当初125カ国で流行していたものが2006年には常在国が4カ国になりました。2009年にビル＆メリンダ・ゲイツ
財団が、ロータリーに資金提供を約束し、2014年にインドを含む東南アジア地域でポリオ撲滅宣言がなされました。
2015年ナイジェリアがポリオ常在国から削除されましたが、2016年再び野生株ポリオ発症が確認され、現在アフ
ガニスタン、バキスタン、ナイジェリアの3カ国が常在国です。この間に、生ワクチン関連ポリオの発症が散見され、
不活化ワクチンの併用が必要であり、更なる資金が必要になっています。インドはポリオ根絶国に認定されていま
すが、現在も全国一斉ポリオワクチン投与日活動をしています。世界からポリオ
が根絶されるまでは、予防接種は必要なのです。何時爆発するかわからない
からです。世界で根絶が認定されれば現在公費で実施しているポリオワクチン
の費用が不要になります。ポリオ撲滅は日本人の我々にも重要な事柄と言える
のではないでしょうか。この事を周りの人々に理解してもらう活動、アドボカシー
の実践などを通して、私たちは子供たちとの約束を守りたいものです。

第４回ＩＤＭ 幹　事　末　吉　賢　多
　5月30日18：30より、「割烹かどや」において、第４回ＩＤＭを開催いたしました。
　当日は、21名の会員が参加し、ロータリー情報委員会　堀川委
員長より、オリンピックとロータリーの関わり等の教示を受けました。
　また、出席者全員より、ロータリーに対しての思いをお話し頂きま
した。
　最後に、第４回をもちまして、本年度のＩＤＭを終了させて頂きま
した。ご参加戴きまして、誠に有難うございました。

ゴルフ同好会報告　　 ゴルフ同好会　副幹事　西　岡　貞　則
第274回ゴルフ同好会 成績表他
場所：鷲羽ゴルフ倶楽部　　日時：平成29年5月25日㈭  スタートＯＵＴ　３組 10人
順位

　朝方雨が降っている状況で、スタート時間になると雨も止みいい天気になり、
参加者全員が晴男だと思いました。
　さて、今期終盤戦で今回はハンデが沢山ある方が優勝を狙える時期でもあり
ます。久々の参加の小菅会員がぶっちぎりの優勝で、小松会員が２位の大検討
でした。鈴木会員も前半は良かったのですが、後半が悪かったみたいで３位で
した。
　次回６月１０日山陽ゴルフクラブにて開催します。

６月お祝い行事
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出席の状況
会員数　55名（内出席免除　２名）　出席者数　44名　　欠席者数　11名
出席率　81.48％　　前々回訂正　90.74％　　　　
欠席者　藤岡，花房，原，加戸，鴨井，川本，菊井，小松原，丹治，槌田，（渡辺）

S . A . A . 　 　　
大和豊子様（岡山南RC）： 卓話させていただきます。ポリオ撲滅への御理解と御協力を。
岡本（和）会員 ： 岡山南RC会長 大和様、本日のご訪問ならびに卓話ありがとうございます。６月の会長親睦会よろ

しくお願いします。
竹本会員 ： 大和豊子先生、本日の卓話楽しみにしています。どうぞよろしくお願い致します。
末吉会員 ： 岡山南RC会長 大和様、本日は、卓話よろしくお願い致します。
氏房会員 ： 大和様、お忙しい中での卓話有難うございます。又、商用の為次回例会欠席致しますのでスマイル

致します。
平松会員 ： 念願が叶い、大和豊子様の卓話を拝聴できますこと、心から感謝申し上げます。私たちもポリオ撲滅

をぜひ見たいです。
岩本会員 ： 大和先生の卓話に感謝いたします。
笠原会員 ： 先週欠席して申し訳ございません。スマイルします。
橘高会員 ： 先日のゴルフコンペでは、西岡会員・日笠（伸）会員、大変お世話になりました。

９件　27,000円（累計 1,286,000円）
会 長 報 告  会　長　岡　本　和　夫

　去る5月19日には岩本ガバナー補佐とともに、IMのお礼を兼ねて津山RCを訪問しました。４月に
創立60周年記念式典を終えた老舗クラブの訪問を楽しみにうかがいました。毎回本日の花と題し
て、花卉栽培をしている会員のご厚意により、ひな壇の前の珍しい花を観賞することができました。 
県南からの訪問は滅多にないとのことで、 「うれしい ありがたい」と率直な感想を述べていただき
ました。また今後も第8・第9グループ合同のIMは継続すべしとの強い希望を述べた会員もおられました。
　さて、後半のプログラムでは、「Angry Management」と題した内部卓話を聴くことができました。怒りの感情も 6
秒も経てばやわらいでいくもので、とにかく6秒辛抱する術を見つけなさい。また、怒ると叱るは別のもの、常に 「You 
…お前は  あなたは…」ではなくて、 「I …私は…」という話し方をすることが大事ということを教わりました。ひと昔
前の労使関係はもはや通用しない、働きやすい職場をつくることで、選ばれる会社になるというお話でした。
　東大の赤門前のパン屋本郷中村屋を買い取って、のちに現在の新宿中村屋を起業する相馬愛蔵は、店員を
叱る時、細心の注意を払ったそうです。本人の過去の善行を調べさせ「かほどの手柄をたてながら今回の失策
は汝のために惜しむ」と言って叱ったそうです。
　本人の善行などを先にほめておいてから最後にその失策をあげて反省を促す　『私の小売商道』相馬愛蔵

幹 事 報 告 幹　事　末　吉　賢　多
① ６月のロータリーレートは1 $ = 110円です。
② 「特別養護老人ホーム憩いの丘」より恒例の「高田ホタル祭」のご案内チラシが届いており
ますので、他クラブ週報とともに回覧いたします。

③ 明日5月30日㈫18時30分より、「割烹かどや」に於いて「第４回IDM」を開催いたしますので、 
ご出席予定の皆様はよろしくお願いいたします。

外 部 卓 話 
「ポリオ撲滅をこの目でみたい（ロータリーのポリオ撲滅運動について）」
　　　一般財団法人 淳風会健康管理センター　産業医　大和 豊子  様（岡山南RC会長）
　世界で最も根絶に近い病気であるといわれるポリオは、国際ロータリーが全力を挙げて世界
ポリオ撲滅推進活動（GPEI）を行っている疾病です。かつては小児まひ（医学用語では急性
灰白髄炎）と呼ばれ、患者の便が口から入って感染し、 ウイルスはのどの粘膜や腸の粘膜で増殖し、リンパ、血中
から中枢神経系に感染します。脊髄前角細胞に炎症を起こすと運動麻痺を起こし、更に上方に病変が広がれば

寄稿文「戦艦大和と日本」② 　　　藤　岡　　温　会員
（続「戦艦大和と日本」）（パート１は　No.01143  2017.4.10  第35例会）
（パート２）大和建艦までの日本海軍・戦艦（蒸気機関と鉄の装甲艦）史
・明治11年　初代扶桑3717トン，24センチ砲4門，初めて保有した戦艦，英国製
・明治22年　海軍呉鎮守府開庁
・明治27年　日清戦争，扶桑活躍
・明治36年　呉海軍工廠設立
・明治38年　日露戦争 戦艦三笠活躍，1万5000トン，30センチ砲4門英国製，当時世界最大級，主砲の大型化と中央部設置（片舷4門）
・明治39年　英国戦艦ドレッドノート1万7900トン，45口径30センチ砲

※10門（片舷8門），蒸気タービン初搭載（機関の軽量と小型化による重装備化，高速化21ノット），戦艦の近代化を
確立し，「弩級艦」と呼ばれる。それまでの戦艦が一気に旧式になる。
※砲身の内径が30センチ，砲身の長さが45口径長（30センチ×45＝13.5メートル）。口径長が大きいほど弾丸の速さ，
貫徹力，射距離が大きい。

・明治45年　呉と横須賀の海軍工廠で，弩級の2隻の戦艦（河内，摂津）完成。しかし，その頃から，英国では，「超弩級」と呼ばれ
る戦艦オライオン（2万2000トン，34センチ主砲8門)の建造に入る。

・大正2年から大正7年　超弩級型巡洋戦艦金剛型（36センチ砲），これをもとにした超弩級型戦艦扶桑，山城，伊勢，日向完成。
・大正 5年　ジュットランド沖海戦（第1次大戦）で英独艦隊砲撃戦。英国の超弩級型巡洋戦艦が格下の独巡洋戦艦に轟沈される。

砲弾に対する防御力不足が原因。これにより，建造に着手していた長門（41センチ砲搭載，3万9000トン，88艦隊構想
第1号艦，大正9年完成・呉海軍工廠，昭和21年ビキニ環礁にて爆沈），陸奥（同型，大正10年完成・横須賀，昭和18
年6月8日広島湾沖柱島泊地にて原因不明の爆沈，引き揚げられた41センチ主砲身大和ミュージアムにあり）の設計を
変更。砲弾に対する水平防御の強化と砲塔，機関室などバイタルパートに絶対に貫通弾を受けないようにした。

・大正11年　ワシントン軍縮条約で主力艦，航空母艦対米英6割（保有トン数）となる。主力艦建造10年間禁止。
88艦隊構想（戦艦8隻，巡洋戦艦8隻）挫折。
戦艦６（扶桑，山城，伊勢，日向，長門，陸奥），巡洋戦艦4隻（金剛，比叡，榛名，霧島）で止まる。
大正10年には主砲46センチ砲8門の搭載艦の設計が始まっていたようであるが，立ち消え。
国民から，主席代表であった加藤友三郎海相は「アメリカの追従者」呼ばわりされ，海軍は「戦わずして連合艦隊は
撃滅された」と揶揄された。

洋上の漸減作戦
　対米戦力比は，主力艦の合計主砲数などで劣勢を強いられる結果となったが，唯一優位であったのは，全主力艦の速力が米
国の21ノットに対し，23から27.5ノットもあったことであった。そこで，対米決戦（日露戦争以降の仮想敵国は一貫して米国であっ
た。）に向けて，この優位性を最大限に活かし，主力艦の劣勢を補助艦の活躍で補おうというのがこの作戦である。
　即ち，大西洋を西進してくる米艦隊に対し，潜水艦と航空機による神出鬼没のかく乱攻撃，次に駆逐艦，巡洋艦による昼夜の雷
砲撃を反復・執拗に加え，敵艦隊勢力をできるだけ削減していく，彼我の主力艦勢力が見合ったところで最後に戦艦が登場して
決戦を挑み，その巨砲で敵艦隊をせん滅するというものである。
　艦隊同士の砲撃戦における交戦距離は，日清戦争では3000メートル，日露戦争では6000メートル，ジュットランド海戦では1万
6000メートルであった。これが40センチ砲による日米戦では3万メートル前後になろうと想定された。とすれば最後に戦艦の主砲戦で
確実に勝利するには，相手の主砲弾の届かないより遠方から砲弾を撃ち込んで相手を撃沈することが一番となる。
このアウト・レインジ戦こそ勝利のカギと考えた日本海軍は，軍縮条約失効（昭和11年末）をにらんで，射程距離4万2000メートルに
も及ぶ46センチ砲9門搭載の大和，武蔵の超巨艦構想へと走っていった。
　航空母艦による航空兵力の利用については，あくまで敵兵力漸減の補助戦力に過ぎず，直接戦艦を撃沈する主力としての位
置づけではなかった。裏返せば，大和，武蔵の当初の艤装も航空機攻撃に対する対空防御力は極めて貧弱であった（大規模航
空機攻撃を受けることは想定外）。

呼吸麻痺を起こします。感染者の多くは子供であるため、小児まひと呼ばれていました。日本でも昭和36年北海
道中心に大流行がおこり、当時の古井厚生大臣が超法規的決定で生ワクチンをソ連、カナダから緊急輸入し、
以後急速に発生が止まりました。
　ロータリーとポリオの歴史は 1979年フィリピンで600万人の子供へのポリオ予防接種プロジェクトを開始し成功
を収め、1985年ポリオプラスを立ち上げました。1988年にはWHO, UNICEF, CDC, RIが中心となってGPEIを発
足し、当初125カ国で流行していたものが2006年には常在国が4カ国になりました。2009年にビル＆メリンダ・ゲイツ
財団が、ロータリーに資金提供を約束し、2014年にインドを含む東南アジア地域でポリオ撲滅宣言がなされました。
2015年ナイジェリアがポリオ常在国から削除されましたが、2016年再び野生株ポリオ発症が確認され、現在アフ
ガニスタン、バキスタン、ナイジェリアの3カ国が常在国です。この間に、生ワクチン関連ポリオの発症が散見され、
不活化ワクチンの併用が必要であり、更なる資金が必要になっています。インドはポリオ根絶国に認定されていま
すが、現在も全国一斉ポリオワクチン投与日活動をしています。世界からポリオ
が根絶されるまでは、予防接種は必要なのです。何時爆発するかわからない
からです。世界で根絶が認定されれば現在公費で実施しているポリオワクチン
の費用が不要になります。ポリオ撲滅は日本人の我々にも重要な事柄と言える
のではないでしょうか。この事を周りの人々に理解してもらう活動、アドボカシー
の実践などを通して、私たちは子供たちとの約束を守りたいものです。

第４回ＩＤＭ 幹　事　末　吉　賢　多
　5月30日18：30より、「割烹かどや」において、第４回ＩＤＭを開催いたしました。
　当日は、21名の会員が参加し、ロータリー情報委員会　堀川委
員長より、オリンピックとロータリーの関わり等の教示を受けました。
　また、出席者全員より、ロータリーに対しての思いをお話し頂きま
した。
　最後に、第４回をもちまして、本年度のＩＤＭを終了させて頂きま
した。ご参加戴きまして、誠に有難うございました。

ゴルフ同好会報告　　 ゴルフ同好会　副幹事　西　岡　貞　則
第274回ゴルフ同好会 成績表他
場所：鷲羽ゴルフ倶楽部　　日時：平成29年5月25日㈭  スタートＯＵＴ　３組 10人
順位

　朝方雨が降っている状況で、スタート時間になると雨も止みいい天気になり、
参加者全員が晴男だと思いました。
　さて、今期終盤戦で今回はハンデが沢山ある方が優勝を狙える時期でもあり
ます。久々の参加の小菅会員がぶっちぎりの優勝で、小松会員が２位の大検討
でした。鈴木会員も前半は良かったのですが、後半が悪かったみたいで３位で
した。
　次回６月１０日山陽ゴルフクラブにて開催します。

６月お祝い行事

－３－

本日のメニュー（６月５日）　
（長手箱）黄角鉢　あおさ海苔豆腐　蓴菜　振り柚子　美味出し
手毬小皿　淡路産玉葱の薩摩平天炙り　檸檬 造り　二種盛り　妻一式　県産昔醤油
炊　合　　揚げ目張の餡掛け　白髪葱　赤卸し 御飯　白御飯（岡山県産こしひかり）
赤出汁　　蜆の味噌仕立て　刻み葱 香物　三種

次回のメニュー（６月12日（ヘルシーメニュー））　
こんがり焼いた魚とギリシャ風煮込み野菜と　その風味を生かしたソース
グリル野菜とリーフのサラダ　　　デザート　　　コーヒー　　パンとバター

　　会報部会／日笠伸之・原　全伸・小菅英司

例会情報例会情報例会情報例会情報


