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長崎県農林部畜産課

課長補佐 大曲
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佐世保中央RC 川崎　洋一君

幹事　中村　徳裕君

１．第2740地区ガバナーエレクト
鈴木　康彦君

国際協議会出席報告（絵葉書）
サンディエゴからの絵葉書が届きました。

２．佐世保学園長 福元　俊一様
佐世保学園生　成人式ご臨席お礼

３．佐世保地方総監部　広報部
機関紙「西海」が届きました。

４．つくも苑 所長　松尾　康弘様
機関紙「展海」が届きました。

親睦活動委員会 委員長　加納洋二郎君
本日の長寿祈願祭へご参列の皆様、寒い中

ありがとうございました。

（1）

会長　大神　邦明君
本日は、平成20年の長寿祈願

ということで、亀山八幡宮へ長
寿を迎えられた8名の方と多くの
会員の皆様方とで祈願してまい
りました。お祝いを迎えられた
方、お祝いにご参加の会員の方々、寒い中
ご苦労様でした。ご参加ありがとうござい
ました。
祈願なされた方は次の方々です。
傘寿（昭和4年生まれ） 円田　三郎様
喜寿（昭和7年生まれ） 松本　英介様
古希（昭和14年生まれ） 岡　　英樹様

安福鴻之助様
還暦（昭和23年生まれ） 井手　孝邦様

橘闍 克和様
飯田　満治様
長島　　正様

祝賀会は今日18時30分より、九十九島観光
ホテルで行います。皆様の多くの参加をお願
い致します。お祝いと激励をしましょう。
お願いがございます。ＩＭ（インターシテ

ィ・ミーティング）への参加が我がクラブが
市内で一番少のうございます。理事、大委員
長、委員長、3年未満の方の参加を宜しくお
願い致します。

会　長　挨　拶
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富永　雅弘君
「サセボコンパス21」という秘密結社の同志、
川崎洋一さんのご来訪を歓迎します。

代表幹事　富永

玉野　哲雄君、東　陽三郎君、井上　斉爾君
出席100％表彰及び永年会員表彰ありがとう

ございます。

F橋　章文君、佐々木秀也君
誕生祝いありがとうございました。

ロータリー情報委員会
委員長　F田　俊夫君

「規定審議会」
規定審議会とは、国際ロータリ

ーの立法機関で国際ロータリーの
組織規定を改正する権限を有して
います。
3年に1度開催され、前回は2007年に開催さ

れました。
規定審議会では、出席代議員の過半数の賛

成によって決定されますが、定款の改正だけ
は3分の2の賛成を必要とします。
しかし、採択された改正案は、全て全世界

のロータリークラブへ通告され、反対が全ク
ラブの10％に達した場合には、更にその直後
の国際大会で規定審議会と同じ条件で審議さ
れることになります。
審議会が3年に1度開催の為、3年の間に、国

際ロータリーの運営が変わった時に、手続要
覧よりもさらに有効な規定がロータリー章典
です。ロータリー章典というのは、国際ロー
タリー理事会の議事録です。

本日はすでにご案内のとおり、18時30分よ
り九十九島観光ホテルにて長寿祝賀会を開催
致します。楽しく長寿の祝年の皆様をお祝い
致したく思います。宜しくお願い致します。

菅沼宏比古君
先日の母の葬儀の際は、色々と

ありがとうございました。

出席委員会　児玉　孝雄君
○永年会員表彰
井上　斉爾君（24回）
曽我　勝宣君（24回）
東　陽三郎君（20回）

○出席100％表彰
玉野　哲雄君（29回）

親睦活動委員会
クラブ奉仕委員長　米倉洋一郎君

円田　三郎君、松本　英介君、岡　　英樹君
安福鴻之助君、井手　孝邦君、橘F 克和君
長島　　正君、飯田　満治君
祈願主が大神さんだけに丁重に祈願してい

ただきありがとうございました。罪やケガレ
まで祓ってもらったようですが、ケガレは少
し残しておいてください。（松本英介君の文章）

（2）

慶　　　祝

会葬のお礼

ニコニコボックス 本日合計 14,000円

累　　計 561,000円

◇

ニコニコボックス

ロータリー3分間情報



（3）

「鳥インフルエンザについて」

長崎県農林部畜産課
課長補佐　大曲　祥之様

本日は、最近ヒトへの感染により新型イン
フルエンザ発生が危惧され、新聞やテレビ特
集で話題の「鳥インフルエンザ」について、概
要、発生状況及び本県の対応をお話しします。
本病の中でも特に病原性が強い「高病原性

鳥インフルエンザ」が、平成16年1月、我が国
で79年ぶりに発生し、養鶏農家はじめ国民の
生活に大きな不安を引き起こしました。
その後、平成17年6月、茨城県と埼玉県で毒

性の低い「高病原性鳥インフルエンザ」が発
生し、平成19年1月から2月には、宮崎県と岡
山県で強毒性のH5N1亜型による発生が相次い
で4例確認されました。
最終発生の防疫措置が完了した2月7日から3

ヵ月を経過し新たな発生もなく、5月8日には
国際ルールにより清浄国に復帰しました。

1．平成19年の発生状況

2．本県の高病原性鳥インフルエンザ対応
（1）宮崎県での発生時
①1月11日に宮崎県清武町における疑い事例
発生を受け、12日には長崎県鳥インフル
エンザ警戒連絡会議を開催し警戒態勢を
再確認。養鶏関係団体・家畜保健衛生所
を招集し防疫対策会議を開催。
②15日には県下6か所の家畜保健衛生所（支
所）単位で、関係機関・団体等を招集し
防疫対策会議を開催。
③宮崎県新富町の4例目発生時には、宮崎県
の要請を受け、県内の家畜保健衝生所か
ら獣医師3名を派遣。

（2）防疫対応
①県内全養鶏農場への立ち入り検査を実施

野鳥等の侵入防止、消毒の励行等の飼
養衛生管理基準の遵守と異常鶏発生時の
早期通報の徹底を指導。
②モニタリング・サーベイランスの実施

県内9戸（各家畜保健衛生所1戸～2戸）
の採卵鶏農場で定期的なウイルス検査を
実施、12月～3月には千羽以上の採卵鶏農
場全戸と抽出した肉用鶏農場等、計126戸
の検査で陰性を確認。
③家畜伝染病予防法第52条に基づく報告徴
求
千羽以上の鶏及びうずら飼養農場は、

死亡羽数等の状況（本病の可能性を否定
できない事例の有無）を毎週報告。
④家畜伝染病予防法第9条に基づく消毒命令
県下191戸の鶏飼養農場で、本病発生予

防の緊急措置として消石灰の農場内散布
（2／20～2／28：経費は全額国が負担）。

（3）現在の防疫対応
①モニタリング・サーベイランスの継続
②養鶏農場の点検・指導
③防疫作業員のリスト化（県600人）
④防疫机上演習の開催
⑤発生時対応マニュアルの改訂

（4）本県での発生時の対応
長崎県高病原性鳥インフルエンザ総合対策

本部（本部長：知事）設置のもと、防疫対策本
部（本部長：農林部長）、健康危機管理対策本
部（本部長：福祉保健部長）及び食品安全・安
心対策本部（本部長：県民生活部長）を設置し、
庁内関係部局が一体となり各対策を適切かつ
円滑に実施する。
また、発生現地においても同様に、当該地

域を管轄する地方推進会議を長崎県高病原性
鳥インフルエンザ現地対策本部（本部長：振興
局〔地方局〕長）とし、防疫対策本部（本部長：
家畜保健衛生所長）、健康危機管理対策本部
（本部長：保健所長）及び食品安全・安心対策
本部（本部長：保健所長）を設置する。

卓　　話

№ 発生月日 場　所 用　途 飼養羽数 移動制限解除

1 1.13 宮崎県清武町 肉用種鶏 12,000 2.  7

2 1.25 宮崎県日向市 肉用鶏 53,000 2.21

3 1.29 岡山県高梁市 採卵鶏 12,000 3.  1

4 2.  1 宮崎県新富町 採卵鶏 93,000 3.  1



（4）

（今週の担当　松尾　慶一）

クラブ会報委員会 委 員 長 山下　尚登　　委　員 黒木　政純・溝口　尚則
副委員長 芹野　隆英　　 金氏嘉一郎・松尾　慶一

＊次回例会予告＊

卓話　　佐世保市基地対策課

課長　原口　優秀
まさひで

様

長寿祈願祭 
並びに 
祝賀会 

平成20年1月23日 亀山八幡宮におい
て、長寿祈願祭が開催されました。
また、午後6時30分より九十九島観

光ホテルにおいて、長寿祝賀会が盛大
に開かれました。


