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＜ビジター・ゲスト＞ 

地区ポリオプラス小委員会 委員長 

新所沢ロータリークラブ 江崎 浩史 様 

米山記念奨学生 李 志 様 

 
≪今月のお祝い≫ 

 

＜❁会長の時間❁＞ 滝沢文夫会長 

今月は財団月間です

ので、財団の話をしま

すが、入会から日の浅

い会員に向けて話をし

たいと思います。 

年度計画書をお持ち

でしたら財団のところ

をご覧ください。ポール・ハリス・フェロー

とか、ベネファクターという言葉がありま

すが、これらについてお話します。まずポ

ール・ハリス・フェローですが、財団に対し

て累計で 1000 ドルを寄付した人に対して

の認証です。さらに 1000 ドル寄付するとマ

ルチプルとなります。私たちのクラブでは 

 

多くのメンバーがポール・ハリス・フェロ

ーや、マルチプルの認証をされていること

がわかります。次にベネファクターですが、

これは恒久基金に 1000 ドル以上を現金で

寄付した人、私たちのクラブでは一人いら

っしゃいます。あるいは 10000 ドル以上の

遺贈を約束した人、私たちのクラブでは 2

名いらっしゃいます。累計が 10000 ドルに

達した人はメジャードナーとして認証され

ます。これらとは別に、ソサエティーとい

うものがあります。一つはポール・ハリス・

ソサエティーです。毎年年間合計で 1000ド

ルを寄付することを約束して人が対象のも

のです。そして、その上のものは財団の父

言われるアーチ・クランフの名を取って作

られているアーチ・クランフ・ソサエティ

ーです。寄付の額が 25万ドルを超えられた

会員に贈られるものです。私達のクラブに

はいらっしゃいません。 

2017 年の数字ですが、全世界では 750人ほ

ど、日本では 40人ほどがいらっしゃるそう

です。私たちのクラブではありませんが、

地区を見るとパストガバナーでアーチ・ク

ランフ・ソサエティーに認証されている方

がお一人いらっしゃいます。ここまでを目

指すことは難しいと思いますが、毎年 100

ドルを寄付することから始めましょう。本

日は、地区の財団の委員の方がお越しのと

ころで財団の話をすることは、結構勇気の

いることでした。今日もご清聴ありがとう

ございました。 

会員誕生日 関谷永久君 

夫人誕生日 
上野良子様 白幡レイ子様 

馬路清美様  奥冨恵美子様 

結婚記念日 

後藤賢治君 白幡英悟君 

宮寺成人君 滝沢文夫君 

水村雅啓君 細田浩司君 

天野真治君 上野弘勝君 

森田英郎君 齋藤栄作君 

関根靖郎君 
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■■■講 師 卓 話■■■ 

《ポリオ撲滅から根絶へ》 

地区ポリオプラス小委員会 

   委員長   江崎 浩司 様 

先月の 10 月 24 日は

世界ポリオデーでし

た。第 2570地区では第

2770 地区と合同で新

聞に世界ポリオデーの

PRを載せました。 

又、米山、財団、

青少年と一緒に

11 月 3 日からの

日本スリーデー

マーチで「 End 

Polio Now」の赤

い T シャツを着

て歩くイベント

を計画していま

したが、残念な

がら台風 19号の

影響で今年は中止となってしまいました。 

世界のポリオデーでは各取り組みがされ

ており、モー

リシャスのＲ

Ｃは、パキス

タンでのポリ

オ撲滅活動を

取り上げたド

キュメンタリ

ー映像の試写会を開きました。スイスのＲ

Ｃは、世界的に有

名な指揮者とオー

ケストラを招いて

チャリティーコン

サートを催し 30

万ドルの募金

を集めました。

ケニアとフラ

ンスのロータ

リークラブは、

ポリオ根絶の

ための募金と認識向上を目的とするウォー

キングイベントと自転車レースを実施。 

2019-20年度国際ロータリー第 2570地区

寄付目標は、年次基金への寄付を会員一人

あたり 150 ドル以上、ポリオプラスへの寄

付が一人あたり 30ドル以上、恒久基金への

寄付が一人あたり 30 ドル以上としました。

ご協力をお願い申し上げます。 

ＰＥＴＳにて各クラブの会長エレクトの

方々に、ロータリー財団への寄付目標を、

５月初旬までにロータリークラブ・セント

ラルで設定し、財団に報告頂くようお願い

を致しました。クラブが地元や海外での人

道的奉仕プロジェクトのために、地区補助

金またはグローバル補助金を利用し、寄付

したお金の活動資金に活用してください。 

ポリオフリーへの闘い: 1979 年にフィ

リピンの保健センターで、ボランティアに

よる児童への経口ポリオワクチン投与が行

われ、ポリオ予防接種活動を開始。これが、

ロータリーの「保健、飢餓追放および人間

性尊重補助金」プロジェクトの第 1 号とな

りました。この活動に先立ち、760,000米ド

ルをかけて数年間で 600 万人の子どもにポ

リオ予防接種を行うという国際ロータリー

とフィリピン政府の合意書に署名しました。

このプロジェクトの成功がきっかけとなっ

て「ポリオのない世界」を作ることがロー

タリーの最優先事項となりました。ロータ

リーは 1985年にポリオプラス・キャンペー

ンを発足させ、1988 年には GPEI の発足メ

ンバーとなりました。ロータリーとパート

ナー組織の懸命な取り組みにより、経口ポ

リオワクチンの投与を受けた子供の数は、

世界で 25億人以上に上がります。 

ポリオは①ポリオに最も感染しやすいの

は 5 歳未満の子ども②治療法はなく、ワク

チンで予防が可能③野生型ポリオウイルス

の常在国はわずか 3 カ国(ナイジェリアは

ポリオフリー宣言間近)④ポリオは経口感

染をして、人の腸のみで繁殖する⑤ポリオ

を永久になくさない限り、感染リスクは全

世界の子どもにあります。 

「ポリオが根絶可能である 5つの理由」 

1.ポリオウイルスの感染期間は非持続的

ポリオウイルスの感染は短期的です。つま

り、ポリオに感染した場合、感染力のある

期間は限られています。野生型ポリオウイ

ルスの感染力が長期化したという症例は報

告されておらず、ほとんどの場合、感染期

間は 1～2週間程度です。 
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2.ポリオウイルスの感染経路は感染者と

その排せつ物のみ 中には感染経路が多す

ぎて根絶できない疾病もあります。しかし

ポリオウイルスは通常、ヒトの排せつ物だ

けが感染源となります。ポリオの根絶は決

して容易ではありませんが、この様な感染

経路の特性を知ることでポリオの克服に近

づくことができます。 

3.ポリオウイルスが自然界で生存し続け

るには限界がある 現在、ヒトへの感染を

繰り返す野生型ポリオウイルス株は一種類

しか存在しないということをご存知でした

か（かつては、継続的にヒトに感染するポ

リオウイルス株は 3 種類ありました）。野

生型ポリオウイルスは、ヒトの体内以外で

は長く生存することができません。つまり、

すべての人びとが予防接種を受けていれば、

ポリオウイルスは宿主を見つけることがで

きず、絶滅へと向かうのです。ロータリー

が子どもたち一人ひとりに予防接種を提供

し続けていく必要があるのは、こうしたウ

イルスの宿主をゼロにするためです。ポリ

オウイルスの生存期間は気温等の条件によ

り異なりますが、感染力は時間と共に弱く

なっていきます。 

4.ヒトが唯一の宿主 昆虫や動物、人を介

して感染する疾病は数百種も存在します。

ポリオが根絶可能である理由の一つに、人

が唯一の宿主であるということが挙げられ

ます。何度も立証が試みられましたが、動

物を介して生存・感染拡大するポリオウイ

ルスは現在に至るまで確認されていません。 

5.ポリオワクチンの予防接種でウイルス

感染を防ぐことができる 安全で効果的な

2 種類のポリオワクチンに加え、予防接種

により集団免疫を生み出すことができます。

これにより、ポリオに対して免疫力を持つ

人口の割合を増やすことができます。 

よりポリオをついて知るには、先月のロ

ータリーの友 10 月号横組み 38 頁に小林ガ

バナーの記事が記載されています。PC検索

でロータリーボイスや財団室ニュース、

Facebookではロータリーとパートナー組織

によるポリオ根絶の取り組みを紹介してい

ます。最後に YouTube での『感染症ポリオ

残り 1%の闘い』を見ることが出来ます事を

ご報告して終わりといたします。 

＜幹事報告＞ 晝間和弘幹事 

第 5回定例理事会 ＜協議事項＞ 

1.1 月のプログラムについて 

   1/ 2 例会取り止め 

   1/ 9 市長年頭所感・ 

ロータリー美術館 

   1/23 会員卓話 

   1/30 職業奉仕我らの生業 

2.入間南ＲＣ合同例会会計報告 

3.６０周年記念東京湾クルーズ会計報告  

4.2020～21年度米山記念奨学生について 

5.RC情報委員会は委員長が退会したために

齋藤栄作直前会長が委員長代理で承認 

6.ネパールグローバル補助金支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

実行委員会は 10 月末で解散し新たに滝

沢会長・国際奉仕委員会豊田委員長を中

心に進める事で承認 

＜予定等＞ 

11/23(土)  RLI研究会パートⅡ 

12/8(日)米山記念奨学部門カウンセラー会

議･クリスマス会 白幡･一柳会員 李君 

12/14(土) 会員増強フォーラム 

※11月のロータリーレート 1ドル=108円 

11/11(月) 入間市表彰審査会  滝沢会長 

11/13(水) 社会福祉協議会評議委員会 

 

●委員長報告 
＜会報・雑誌委員会＞ 晝間和弘幹事 

【横組ページ】 

・P7-P13 11月はロータリー財団月間です

財団のことがわかりやすく載っています。 

【縦組ページ】 

・P20-P21 柳壇に入間南 RC 大野 快三様、 

 荻野静次様が載っています。又、俳壇に

日高 RC の清水様、歌壇には所沢西 RC の

大原様が載っています。 

・P23 ロータリーアットワークに、新狭山

RC/西武文理高校のインターアクトクラ

ブの記事が載っています。狭山市の入間

川七夕祭りでの活動です。 

・P26 深谷東 RC のオリジナル夏祭りの記

事が載っています。深谷東 RCは 2か月連

続の掲載です。 
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＜ロータリー財団委員会＞ 後藤健委員長 

財団特別寄付を今日出

席の皆様にご協力承認い

ただきありがとうござい

ます。これからもよろし

くお願いします。 

＜ボランティア＞ 後藤賢治会員 

長野アップルライン沿い

の私の友人が台風19号被災

に遭い、片付けに息子たち

と行ってきました。生臭い

臭いと水を含んだ畳は100

キロ以上あり本当にどうし

たら良いかと考えてしまいました。首里城

の件もありますが、ロータリー財団のご協

力や、ふるさと納税を積極的に活用しての

ご協力よろしくお願い致します 
忽滑谷明エレクト            

江崎さんには地区の米

山奨学会では色々とお世

話になりありがとうござ

いました。又、先日の万燈

まつりでは皆様のご協力

により無事終了できあり

がとうございました。 
 

■回覧、配布物 

① ロータリーの友１1月号 

② 腎・アイバンク 2019第 31 号 

③ 2019 年手続き要覧日本語版申し込み 

④ 10 月 6日第 8回いるま環境フェア御礼 

⑤ 入間市社会福祉協議会より台風 19号災

害ボランティア閉鎖のお知らせ 

⑥ RI2570 地区ロータリー財団海外派遣募

集ポスター掲示のお願い 

⑦ ｢世界ポリオデー」広報掲載新聞 

⑧ 2020 国際ロータリー年次大会旅行案内 

⑨ 茶の香めーる Vol.74 

⑩ RI 第 2570 地区ロータリ・リーダーシッ

プ研究会 PartⅡご案内 

⑪ インフルエンザ予防接種申し込み 

⑫ 11/21 日帰り美術館ゴッホ展出欠表 

⑬ 他ロータリークラブ週報＆例会変更 

⑭週報 15,16,17号 

 

＜出席報告＞ 吉岡信人委員長

会員数 出席数 出席率 前々回修正率 

41名 22名 57.89％ ----- 

事前欠席連絡 9名 

 

😊＜ニコニコＢＯＸ＞ 馬路宏樹ＳＡＡ 

★本日は財団月刊卓話お招きいただきあり

がとうございます。「江崎浩史様」 

★江崎様入間クラブへようこそ本日はよろ

しくお願いします。入間・入間南合同ゴ

ルフで優勝しました。写真ありがとう。 

「滝沢文夫君」 

★江崎様入間クラブへようこそ。万燈まつ

りでは皆様のご協力ありがとうございま

した。「忽滑谷明君」 

★飯能信用金庫仏子支店ゴルフコンペで優

勝しました。豊田会員航空ショーでは大

変お世話になりました。写真ありがとう。 

「晝間和弘君」 

★江崎君卓話楽しみです。写真ありがとう。 

「細淵克則君」 

★江崎様ようこそ入間 RCへ。写真ありがと

う。「晝間和弘君、馬路宏樹君」 

★10/23 ロータリー合同ゴルフで優勝させ

て頂きました。写真ありがとう。申し訳

ございません早退いたします。「繁田光君」 

★電気工事組合の事業で多忙につき欠席が

多く申し訳ございません「後藤健君」 

★万燈まつりでのお手伝いできず申し訳あ

りません。「友野政彦君」 

★欠席すみません。晝間幹事、委員長報告

よろしくお願い致します。「宮崎正文君」 

★忽滑谷さん、金井さん写真ありがとう。 

 「豊田義継君、関谷永久君、齋藤栄作君、

田中快枝君、吉岡信人君、白幡英悟君」 

★長い間大変お世話になりました。 

 「西山祐三様」 

本日\99,853 累計\365,392 

 

発行 入間ロータリークラブ 

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101号 Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788 

■Email   iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp 

■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆバンケットホール Tel.04-2963-1111 

■例会日：木曜日 12：30～13：30  ■会報委員長：宮崎正文 

 


