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東京麹町ロータリークラブ

本日の例会プログラム
第 20 回例会 2020.2.17（＃2261） 会場：AZALEA
例会ホスト・紹介係 薗君
会費係 保科君
受付係
飯嶋君 荘村君
司会者 中村君 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 井関君

前回の報告
第 19 回例会 2020.2.3（＃2260） 会場：舞の間
例会ホスト・紹介係 新保君
会費係 秋山君
受付係
飯嶋君 木寅君
司会者 時園君 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 崎山君

卓話 「素人ワイナリー革命～

もの造りからコト創りへ」

卓話 「イニシエーションスピーチ

鈴木 健治会員」

㈱スイミージャパン 社長 中本 徹氏
紹介者 時園会員

会長報告
1）澤本会員が12月末で退会し、後任に鈴木健治様が新しいお仲間となります。よろしくお願い致します。
2）荒川会員に米山奨学会より、8回目の感謝状が届いております。
3）7月～12月に入会された方々で、皆出席を表彰いたします。

29年；木元 24年；中谷 18年；地引 16年；植芝
6 年；荒川、飯嶋、薗、内田 4 年；福田

10年；須藤

8年；浅野

7年；乳井

幹事報告
1)下半期のお会費をお納め下さい。
2)各委員長は、1/27日18時より維新號にてクラブ協議会がございます。時間厳守でお集まりください。
3）ポリオのチャリティーは国立演芸場での寄席です。1枚３,500円ですが、出来ればおひとり6枚をご協力
ください。
4）来期の委員会所属希望のアンケートを配布して致しました。御回答を期日までにお送りください。

例会記録

ニ コ ニ コボ ッ ク ス

次回予告

会員総数 43名 出席会員数 29名
ゲスト
1名 その他
0名
ビジター
1名 事務局
1名
海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0名 出席率 72.23％
────────────────
1 月 20 日 Make-up 後の

佐藤会員：本日はクラブ協議会がございます。
該当の方は宜しく。
内田会員：結婚記念日（1/14）
中谷会員：皆出席章頂きました。２４年
奥会員：皆様の温かな励ましに、本当に感謝申
し上げます。

第21回例会 2020.3.2（＃2262）
会場：舞の間
例会ホスト・紹介係 地引君
受付係 藤田君 鈴木君
会費係 浅野君
司会者 乳井君
ソングリーダー 濱田君

出席率 89.45％
【今週のＭＵ状況】
地区大会登録の方（秋山・荒川・浅野・
濱田・飯嶋・木元・齊藤・佐藤・新保
須藤・時園・植芝・若林・吉田）

卓話

「プーチンと習近平」
齋藤 勉氏
紹介者 佐藤君
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ポリオ根絶に向けて～我がクラブの先輩
久保田 智也会員（12/2 卓話）

ロータリークラブではポリオ撲滅運動を進めています。し
かし、「ポリオは外国の病気ではないか」「日本のクラブが
RI のポリオに関係があるのか」「財団の寄付としてポリオ
はうんざり」という声を日本のロータリアンから聞きます。
われわれ麹町ロータリークラブはこのような声が上がって
いることを認識し、改めて全国にポリオの活動を広める責
務があると思っています。
「ポリオは外国の病気ではないか」という声に関していえ
ば、ポリオは現在、アフガニスタン、パキスタン、ナイジェ
リアの 3 カ国にしかありません。しかし、かつては 1915 年
にニューヨークで大流行し、1960 年から翌年にかけて北
海道全土に広がりました。私は 1960 年生まれですが、同
級生にはポリオで片手片足が麻痺し、尖足になった人も
います。ですから、つい最近まで日本にあった病気なので
す。
ポリオウイルスが神経細胞に入ると、運動神経が麻痺
します。麻痺で動かせなくなると筋肉も発達しません。そ
のため、子どもがかかると、麻痺した手や足が短くなって
しまいます。現在では年間 20～30 人の発症が確認され
ています。しかし、感染しても 72％は症状が出ず、24％は
微熱や倦怠感が出る程度です。残りの 4％も、ほとんどが
熱や下痢といった症状なので罹患に気付かないのです
が、1000 に 1 人（0.1％）だけは麻痺が出ます。発症者が
20～30 人いるということは、実際の感染者は 2 万～3 万
人なのです。
ポリオは糞便などから感染するのですが、ノロウイルス
も同じです。ノロの流行を考えると、ポリオウイルスが日
本に入ってきた場合、流行が起きる可能性があります。
保菌者も健常者と様子が変わらないため、空港から入っ
てくる可能性もあり得ます。決して外国の病気ではないの
です。
「日本のクラブが RI のポリオに関係があるのか」という
声に関していえば、当クラブ元会員の山田氏と峰氏が大
きく影響しています。麹町ロータリーは、国際ロータリー
（RI）におけるポリオ撲滅運動の源流クラブの一つです。
1981 年に山田会員が「インドはしか免疫プロジェクト」に
ボランティアとして個人で参加し、ポリオで両手両足が麻
痺した子どもを見かけました。そして、その場でポリオ撲
滅を決意したそうです。同年、麹町ロータリーでポリオ撲
滅運動を決議し、翌年に峰会員とともに 100 万円分のワ
クチンを持っていきました。しかし、インドに着くとワクチン
は解凍されて、ただの砂糖水になっていたのです。ワクチ
ンを投与するには冷凍してくれる組織がないと難しいこと
が分かりました。

そこで 1983 年、2580 地区と 2750 地区に働き掛けて、
南インドポリオ免疫プロジェクトの推進を決議し、翌年
1000 万円分のワクチンを投与しました。さらに 1985 年に
RI に働き掛けてポリオ・プラス計画を決議しました。その
後、RI と世界保健機関（WHO）は世界ポリオ撲滅推進運
動を決議し、2013 年にはビル・ゲイツ財団から 1 億ドルの
寄付が寄せられ、現在もポリオ活動が進んでいます。
「財団の寄付としてもうポリオはうんざり」という声もあり
ますが、ポリオは撲滅までもう少しなので、早く終わらせる
べきなのです。ワクチンは 1 人分が 60 円です。ポリオに
は治療法がないので、できることは予防しかありません。
行動も大事ですが、寄付も立派な奉仕ですので、ぜひ寄
付していただきたいと思います。
そのためには、ロータリアンを増やすことも大切です。ロ
ータリアンが増えれば寄付も増えるでしょう。目的はポリ
オをなくすことですが、その手段としてロータリアンを増や
すのは悪いことではありません。そもそもロータリアンの
活動をあまり広報していませんが、もっと広報すれば志を
持った若い方が入ってきてくれるかもしれません。
2007～2008 年にガバナーだった浅川氏が RI の会合に
出席したとき、当時の RI 会長が「ポリオ撲滅運動は自分
の功績だ」と言ったそうです。これに対して浅川さんは「初
めに井戸を掘った人のことを忘れてはいけませんよ」と言
いました。初めに井戸を掘った人とは、山田さんと峰さん
のことだと理解しています。麹町ロータリーの会員は、い
ろいろなところでこのような発言をする義務があると私は
思っています。

ク ラ ブ だ よ り N o. 2 0

３月７日（土） 12：35～16：00

ポリオ根絶チャリティー寄席
＠国立演芸場
是非、ご協力下さい。
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