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例会開始前の握手会 

 

ロータリーソング斉唱     （奉仕の理想） 

 
 

四つのテスト唱和       松本安永 会員 

 

例会プログラム 

司会 加藤 文男 SAA  

点鐘 

ロータリーソング斉唱() 

四つのテスト 松本安永会員 

お客様紹介 大澤二三夫会長 

会長挨拶 大澤二三夫会長 

幹事報告 小林玲子幹事 

卓話 

RI2770地区Ｒ財団部門 ポリオプラス委員長 

 中川高志様 

委員会報告 

米山記念奨学委員会 宮坂良介委員長 

社会奉仕委員会 成田志津子委員長 

出席報告 松本安永委員長 

スマイル報告 井上脩士副 SAA 

点鐘 

 

わ 

 

RI第 2770地区     第 5グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ 
  

 会員一人ひとりが輝き 

      その火をクラブへ 
 

第 1079回例会 2014年 11月 19日 

日 
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会長挨拶            大澤二三夫 会長 

先日の地区大会に参加

していただき有難うござい

ました。RI会長ゲイリーC.K.

ホァンさんテーマ「ロータリ

ーに輝きを」元に、地区の

＜大会テーマ＞は「明る

く・楽しく・元気よく」でした。 

本会議での記念講演として、俳優の津川雅彦

さんが「日本人の誇り」についてお話をされ、又、

レディースプログラムでは、美容家 IKKO さんの

｢人生いつも工夫で生きてゆきたい｣の講演があり

ました。小林幹事によりますと、勇気をもらったと

感動していました。 

私は今回の地区大会での収穫は、来年1月28

日に行われる 4クラブ合同例会が当クラブ主管の

為、北清治 RI 理事さんか、RI パスト会長田中作

次さんを、卓話にと思っていました。津田パストガ

バナーさんを介して、北清治さんは、RI 理事とし

てシカゴに滞在中の為、叶いませんでしたが、田

中作次さんは、都合良く、アポが取れました。当

日は、参加者を多く募って、盛大に迎えたいと思

います。 

話は変わりますが、先日、ご当地ナンバー導

入が決まった 10 地域が発表されました。埼玉で

は、川口、越谷ナンバーが導入されます。井上先

生の地元、奄美（徳之島含む）も含まれています。

他県からきた私にとって、今の熊谷ナンバーはち

ょっと馴染まないです。将来、鴻巣ナンバーが出

来ればと、思っています。 

幹事報告             小林玲子 幹事 

① 11月 5日（水）ふれあ

い鴻巣ウォーキング

第 1 回実行委員会を

開催しました。 

② 11 月 12 日（水）臨時

パスト会長会開催 18

時～和風レストラン ときで開催しました。14

名の出席です。 

③ 地区大会 11 月 15 日（土）大宮ソニックシテ

ィ・小ホール 16 日（日）大宮ソニックシティ・

大ホール で開催しました。 

④ 2015 年 4 月 4 日（土）5 日（日）6 日(月) 

RYLA 研修セミナー募集 岩手県宮古市 

募集期間 2014 年 10 月 15 日より 12 月末

日まで  

参加費用 ロータリアン 75,000円  

研修生 60,000円 

事前研修 第 1回:2015年 2月 15日（日） 

AM9時 00～PM5時 00分 

第 2回:2015年 3月 8日（日） 

PM2時 00～PM4時 30分 

卓話  ポリオの基礎知識とポリオ根絶計画 

RI2770地区 R財団 ポリオプラス委員会 

中川高志 委員長 

 

ポリオの基礎知識 

 ポリオとは急性灰白髄炎(小児麻痺)のことです。

原因はウィルスです。宿主はヒトでヒト以外に感染

しません。経口的に感染し、主に 5歳以下の子供

に感染します。 

人がポリオウイルスに感染しても 9～95％は不

顕性感染に終わり症状は何も現れません。約5％

程度が発熱、頭痛、咽頭炎、悪心、嘔吐などの症

状を示す不全型の感染をします。1～2％で無菌

性髄膜炎になり、麻痺発症に至るのは 1％未満

です。ポリオウイルスは何らかのメカニズムで中枢

神経に入り込んでしまいます。そして、脊髄前角

の運動神経細胞で爆発的に増殖し、運動神経細

胞を破壊し麻痺を発症させます。呼吸をするのに

大切な肋間筋横隔膜が麻痺すれば呼吸ができ

ず死に至ります。 
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麻痺の進行を止めたり、麻痺を回復させるため

の治療が試みられてきましたが、現在でも特効薬

はなく確実な治療法はありません。 

しかし、ワクチン投与により予防することは可能

です。ポリオワクチンには生ワクチンと不活化ワク

チンがあります。生ワクチンは免疫効果が大きく、

安価（60 セント）で、経口投与ができるためポリオ

根絶計画では生ワクチンが使われています。 

日本では、1960 年に北海道を中心に 5000 名

以上の患者発生となる大流行がありました。これ

を契機にワクチン投与が始まり流行は急速に終

息しました。1980 年を最後にポリオの感染は見ら

れていません。いわゆる団塊の世代に一番多く

の犠牲者が出て、今でもその後遺症に苦しんで

いる方が少なくありません。日本にとってもかつて

は猛威を振るった伝染病でした。 

ポリオ根絶計画 

 1958 年、WHO は世界天然痘根絶計画を採択

します。そして、1980 年、WHO は天然痘の根絶

を宣言しました。人類が根絶できた唯一の感染

症です。そして、1974 年、WHO はワクチンにより

予防可能な 6つの疾患、ポリオ、ジフテリア、百日

咳、破傷風、麻疹、結核に対する免疫拡大計画

を採択します。1979 年、国際ロータリーはフィリピ

ン政府と共同で 600 万人の子供にポリオの予防

接種を行う 5ヵ年活動を開始します。1985年には

国際ロータリーは公共保健推進計画の民間部門

支援としては世界初しかも最大規模となる「ポリ

オ・プラス」を開始し、1 億 2 千万米ドルの寄付を

誓約します（ポリオ・プラスのプラスとは、上記の 6

つの感染症を言います）。そして 1988 年当初の

目標を上回る 2 億 4700 万米ドルをポリオ根絶の

ために寄付します。これがきっかけとなり同年

WHO は総会で 2000 年までに地球上からポリオ

を根絶する決議案を採択し、世界ポリオ根絶計

画（GPEI）の発足へ道を開きます。 

このように 1988 年よりはじまったポリオ根絶系

計画（GPEI）は、国際ロータリークラブ（RI）、世界

保健機構（WHO）、国際児童基金（ユニセフ）、米

国疾病対策センター（CDC）が主導団体として推

し進められています。そして 2014 年 3 月、WHO

はインドの野生ポリオ根絶を宣言しました。現在

常在国はパキスタン、アフガニスタン、ナイジェリ

アの 3か国となり、ポリオ発症例は 1988年当時の

1％以下になっています。いよいよエンドゲームに

なってきました。 

2007 年より国際ロータリーはゲイツ財団とパー

トナーシップを結び資金面でも新たな展開になっ

てきました。GPEIの計画は 2013年～2018年の 5

年間でポリオを根絶する。そのために 55 億米ド

ルの資金を調達するというものです。現時点では

まだ全資金の調達はできていません（2013 年時

点で 40億米ドル決定）。さらに努力する必要があ

ります。国際ロータリークラブとゲイツ財団はパー

トナーシップを拡大し 5年間、毎年 RI3500万米ド

ルに対し、ゲイツ財団 7000万米ドル拠出すること

になっています。あと少しで天然痘に次ぐ 2 番目

の感染症ポリオが人類の手でそしてそれは国際

ロータリーが主導して根絶されようとしています。

なんと感動的なことでしょう。 

2013-14年度 RI会長賞 

石井英男 直前会長 

 

 会員皆様の協力の賜物です。ありがとうござ

いました。 
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地区補助金事業 

鴻巣市へ防災グッズ寄贈 

 

委員会報告 

米山記念奨学委員会     宮坂良介 委員長 

今年度の米山記念奨

学金の寄附について会

員の皆さまより１人あたり

5,000 円を協力して頂き

たくお願いします。 

 

社会奉仕委員会      成田志津子 委員長 

 11月 26日（水）、鴻巣市総

合福祉センターにて 10 時よ

り献血を行います。多くの会

員の参加をお願いします。 

 

 

 

出席報告           松本安永 委員長 

 

スマイル報告         井上脩士 副 SAA 

 

前回までの合計 311,457 円
本 日 の 合 計 26,000 円
次回繰越金合計 337,457 円  

編集後記 

 先日のクリーン鴻巣で上谷公園の作業の結果、

多くの樹の剪定がなされました。今朝の上谷公園

は冬の装いとともに新しい風景を生み出していま

す。来年の春から夏にかけて景色がどう変わるか

楽しみです。                  （ＳＩ） 

お客様スマイル 

中川高志様…R財団より卓話に参りました。よろしくお願いし

ます。 

スマイル 1  ＲＩ2770地区財団部門ポリオプラス委員長 中川

高志様、卓話よろしくお願いします。 

津田健三会員・宮城 仁会員・小畑正勝会員・加藤 勉会

員・寺澤銀三会員・井田喜代志会員・馬場知行会員・山口

光男会員・松本安永会員・加藤文男会員・井上脩士会員・

大澤二三夫会員・石井英男会員・仁見惠美子会員・坂口正

城会員・小林玲子会員・宮坂良介会員・松村豪一会員・寺

西修身会員・成田志津子会員・細野潤一会員・石川和枝会

員・木下純一会員 

 本日 修正 

 11月 19日 11月 1516日 11月 5日 

 1079回 1078回 1077回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 33 33 33 

出 席 数 25  23 

欠 席 数 8  10 

例会出席率 75.76%  69.70% 

Ｍ Ｕ 数 3  8 

合計出席数 28  31 

出 席 率 84.85% 100% 93.93% 
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花チャリティー          間室照雄 会員 

 

シーマニアの育て方 

南米ボリビア原産の球根植物です。花は 9 月

頃から 2 月頃まで咲きます。ラッパ状の大きな花

を咲かせるグロキシニアの仲間です。 

水切れに弱いので、水切れしないこと(特に冬

場は暖房するので)。しかしながら、やりすぎもダメ

というデリケートな植物です。 

季節的に寒さに向かう時なので、温度管理も

大事です。明け方、気温が最低になりますがその

時の室温が 10度は保ちたい植物です。（ブラック

コーヒーの空き缶で湯たんぽと買い物袋で保温） 

1000倍に薄めた液肥を毎週1回やると、花が長く

咲き続けます。 

窓辺の日当たりのよいところに置くとよいでしょう。 

 

 

2014～2015年度地区大会 
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第 1080回 献血例会 11月 26日  

 

 

 

今後の活動予定 

 

 

12月 3日 

（水） 

第 1081回通常例会 

会員誕生月祝い 

令夫人誕生月祝い 

結婚月祝い 

12月 10日 

（水） 

第 1082回通常例会 

外来卓話 

12月 17日

（水） 

第 1083回移動例会 

年次総会・クリスマス例会 

12月 24日 

（水） 
例会休会 

12月 31日 

（水） 

第 1084回移動例会 

大晦日・初詣 

クラブ会報委員会 

委員長  井上脩士    副委員長  寺西修身 

委 員  石川和枝 伊丹昌幸 田邊 聖  

山口光男 


