み な さ ん、こんにちは。新型コロナウイルスによる
5 度目の緊急事態宣言のもとクラブをリードする皆様の
ご苦労に心より感謝を申し上げます。10 月は、オープン
例会開催のお願いや世界ポリオデーへの参加等、ロータ
リーにとって行事の多い月間を予定していました。
コロナの勢いが減少してきたとはいえ、クラブ会員の感
染防止を最優先に慎重な行動をお願いいたします。
(写真：9 月 15 日 東京ワセダロータリークラブ公式訪問)
ポリオ根絶活動の芽生え、麹町ロータリークラブの活動
今月のワークショップは「ポリオ根絶活動」をテーマに
10 月 25 日(月)に開催をいたします。みなさんはロータリーにおける世界のポリオ根
絶活動の源流をご存知ですか？ ロータリーは、1979 年にフ
ィリピンで自国の子供たちにワクチン接種をしていますが、
当 2580 地区東京麹町ロータリークラブの、故山田彜（つね）
会員(写真:上)と故峰英二（ひでじ）会員(写真:下)、このお二人
が東京麹町ロータリークラブでポリオ根絶運動をスタートさ
せました。驚くべきことは、最初は個人でインドへ行き、そ
れをクラブの活動にして、そして当時 258 地区と 275 地区の
活動にして、最後に RI の優先活動になり、結果的に WHO やビル&メリンダゲイツ財
団にまで拡げられることになりました。
山田会員は RI の 3H（Health，Hunger and Humanity Grants）
計画、これは健康増進、飢餓救済を目的とする活動で 1 ヶ月
間、南インドでの会合に出席しました。山田会員がホテルを
出て会場に向かって公園を横切った時、そこに両手両足が麻
痺した少年が這っているのを偶然見かけました。短い会合が
終わって、先ほどの公園まで来ると同じ少年が地面を這って、わずか 10 数メートル
しか移動していなかったのを見てしまいました。その時、山田会員は、ポリオをこ
の世の中から無くさなければならない、人間の尊厳のために、ロータリーがなすべ
き活動はポリオを無くすことだと思ったとお話をされています。
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1981 年東京麹町ロータリークラブは創立 15 周年記念事業として「南インドのポリ
オ免疫プロジェクト」を提唱、100 万円を基金として拠出。翌 1982 年から活動が始
まりました。お二人はポリオの生ワクチンを持ってインド、マドラスロータリーク
ラブに 1 か月行かれます。しかしポリオワクチンは砂糖水になっていました。ポリ
オの生ワクチンは冷凍していなければ無効になってしまうのです。
山田さんはコールドチェーンを作らなければならないと分かり、大きな活動資金
を獲得のためにクラブから地区へ提案、
「南インド免疫ポリオ推進プロジェクト」を
決議させました。その後 1985 年に RI に出向きポリオプラス計画を決議させることに
なります。
ところが 1987 年の南インド訪問の頃から山田会員、峰会員の体調が悪くなってい
きました。友人に「どうも体調が悪い」と話されています。1988 年に山田さん、1989
年に峰さんが亡くなられました。お二人の死因は心不全とされていますが、実際は
分かりません。インドの過酷な環境で活動に従事されて、現地の風土病だともいわ
れています。当時特定することはできなかったようです。これはまさに殉職です。
命をかけて山田さん、峰さんは奉仕活動をされた。このことを地区の皆さんには
知ってほしく思います。私は 1991 年の入会です
ので、お二人にはお会いすることはありません
でした。当時、諸先輩からお話を聞くくらいで
した。私たちは偉大なお二人をいつまでも忘れ
ないで、顕彰し続けることは必要だと思います。
あと少しでポリオは地球から無くせるところま
できました。もう少しみなさんからの寄付を
続けていただきたいと思います。
ポリオは根絶できる。みんなの力があれば。【トレインジャックプロジェクト】
10 月 18 日(月)～24 日(日)の 1 週間、JR 東日本の
全ての女性専用車（京浜東北線・根岸線、埼京線、
りんかい線、常磐線各駅停車、つくばエクスプレ
ス、中央線快速、中央総武線各駅停車、青梅線、
五日市線）及び南部線、横浜線の 1 編成の中刷り
広告を「END POLIO NOW」でジャックします。
10 月 24 日(日)は有楽町駅前広場でイベントが開
催される予定です。この日が安全でお時間があれ
ば参加をお願いします。そして、10 月 25 日(月)は当地区ワークショップを“ポリオ
根絶”をテーマに Zoom で開催します。どうぞご視聴ください。
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子や孫のための地球環境保護活動が大切です
9 月 12 日(日)、国際ロータリー第 2820 地区茨城県、新井和雄ガバナーの強い指導
力で海辺の美化プロジェクトがありました。残念ながら当日はコロナの影響もあり
セレモニーだけでしたが、世界 30 ヵ国、登録人数 3 万人、日本では北海道から沖縄
までが参加、海の無い地区は川辺の清掃として展開されました。セレモニーには RI
会長のシェカール・メータさんも Zoom でアフリカ・ケニアからスピーチされました。
日本のガバナー34 名のほぼ全員で LINE グループを作っており、そこでこの計画が
新井ガバナーから発表された当初、正直私は今ロータリーが一番になすべきことは、
コロナで困っている方々への支援だと思っていました。ところがセレモニーで趣旨
説明などを聞いていましたら、一番の問題はペットボトルで、海洋投棄、これがマ
イクロチップになって魚などに入り、結果我々の口に入り、子や孫への影響は計り
知れないこと等を聞きますと、この活動はコロナ支援と並行して取り組むべき活動
であると思いました。9 月 12 日に活動予定だったみなさんにはコロナの感染予防の
ために延期をお願いしましたが、開催できる時期になりましたらどうぞ実施してく
ださい。
写真は 9 月 26 日(日)、石垣 RC が行っ
た海辺の美化プロジェクトの様子です。
石垣島北部の、伊野田海岸で会員とファ
ミリー、名誉会員の中山義隆市長をはじ
め、40 名が参加して漂着ゴミなど 46 袋を
回収しました。八重山毎日新聞と八重山
日報社に掲載され、石垣ケーブルテレビ
でも放映されました。ロータリーの公共
イメージアップに貢献されました。石垣 RC のみなさん、暑い中お疲れ様でした。
ハイブリッド例会実施クラブが増えてきました
例会開催の形式や現状はクラブによって様々です。全くの活動休止のクラブもあ
ります。ハイブリッドで例会開催のクラブもあります。地区デジタル化推進委員会
のお陰でこのハイブリッド例会が増えてきたことを実感しています。公式訪問も延
期や開催形式の変更、食事なし、クラブ協議会無し卓話のみ、クラブ協議会だけで
卓話無しなど様々です。クラブで Zoom ができない方い
るので開催できないと聞くことがあります。ロータリー
は親睦と奉仕の団体ですが、できない方にレベルを合わ
せてしまうと、何も進みません。我々の奉仕を心待ちに
されている方も沢山おられます。厳しいことを申し上げ
ますが、出来る方で例会や理事会をお願いします。でき
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ない方にはアナログの手紙や写真をお届けください。皆出席を気にされている方も
おられます。今は非常事態です。この期間はノーカウントにして、クラブから出席
が途切れていないと証明してください。

今月はガバナー補佐特集号を増刊しました
ガバナー補佐の皆さんのご紹介を特集号でいたします。
素晴らしいスタッフです。クラブと地区を繋げていただいています。
他方、文字ばかりの難しいことは少なくして、今後は動画でお人柄
を紹介します。ガバナー補佐と地区幹事団のことをもっと知ってい
ただき、親しみを感じてもらいたいと思い役員紹介ビデオ【VOICE】
を作り、地区の YouTube チャンネルにて公開をしております。
ぜひご覧ください。

クラブと会員を主体にした地区大会をお楽しみに
地区大会のご案内を出しました。来年 3 月 2 日(水)、3 日(木)
にクラブと会員を主体とした大会にいたしま
す。この 3 年間の活動を対象にしたアワード、
ロータリーにまつわるフォトコンテストで盛り上
がりたいと思います。
10 月に入りましたが、まだまだコロナの影響は続きます。安全第一でお願いします。
みなさん、国際ロータリー第 2580 地区は動いていますよ！
2021 年 10 月

国際ロータリー第 2580 地区
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ガバナー 若林英博

ご厚意に対し、深く感謝申し上げます。
8 月 31 日分まで 敬称略、順不同
マルチプル･ポール･ハリス･フェロー
7回

秋本

光雄

（東京武蔵野中央）

5回

北岡

修一

（東京新都心）

4回

青木

宏義

（東京新都心）

青山

信之

（東京新都心）

ヴァッタ ヴァバン

（東京新都心）

半場

慎一

（東京新都心）

引地

正修

（東京新都心）

本多

良美

（東京新都心）

伊藤

道男

（東京新都心）

大瀧

一喜

（東京新都心）

山口

昭夫

（東京新都心）

是枝

伸彦

（東京新都心）

佐原

且朗

（東京新都心）

佐々木 智

（東京新都心）

石川

佳照

（東京新都心）

伊豆

隆義

（東京新都心）

吉村

利文

（東京新都心）

宮﨑

清

（東京新都心）

3回
2回
1回

ポール･ハリス･フェロー
安藤

真一

（東京新宿）

三戸部節郎

（東京新宿）

浅利

隆文

（東京新都心）

黒田

康之

（東京新都心）

吉田

寿人

（東京新都心）

宮﨑

慶男

（東京福生）

米山功労者・メジャードナー
15 回

鈴木

清二郎

（東京王子）

14 回

須藤

仁

（東京麹町）

米山功労者・マルチプル
8回

長與

博典

（東京後楽）

4回

大濵

達也

（石垣）

比嘉

広明

（那覇西）

米山功労者
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もっと元気なクラブになるためのワークショップのお知らせ
沢山の方にご参加いただきたくお願い申し上げます

10 月 25 日(月)15:00～18:00
“ポリオ根絶活動に関するワークショップ”
講師

高柳育行氏 (本庄 RC 会員)
国際ロータリー第 2570 地区
2015-16 年度ガバナー
第一地域ポリオ根絶コーディネーター

11 月 18 日(木)
“米山奨学制度の理解とロータリー精神を学ぶ”

14:00～15:00 第 1 部は米山奨学生の世話クラブを対象とした
「 奨学生、カウンセラー、大学関係者による三者懇親会」

15:00～16:30 第 2 部は地区内 70 クラブを対象とした
米山ワークショップ
国際ロータリー第 2580 地区
ウェブサイト
YouTube チャンネル
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