
今日は、10月24日の「世界ポリオデー」に

ついてお知らせしたいと思います。

まず、ポリオとはどんな病気なのかご存知です

か？人から人へ感染します。ポリオウイルスが

口から入って、腸内で増えることによって感染

します。増えたポリオウイルスは、再び便の中

に排泄され、この便を介してさらに他の人に感

染します。成人が感染することもありますが、

乳幼児が感染することが多い病気です。感染す

るとどうなるのかというと、手や足に麻痺が現

れることがあります。ポリオウイルスに感染し

ても、多くの場合は病気としての大きな症状は

現れず、知らない間に免疫ができるようです。

しかし腸管に入ったウイルスが骨髄の一部に入

り込み、主に手や足に麻痺が現れ、その麻痺が

一生残ってしまうことがあります。麻痺の進行

を遅らせ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、残念ながら確実な

治療方はありません。麻痺に関しては、残され

た機能を 大限に活用するためのリハビリテー

ションが行われます。

日本では、予防接種によりポリオの大流行を

防ぐことが出来ました。1960年にポリオ患者

が5000人を超え、かつてない大流行となった

こともあったそうです。生ワクチンの導入によ

り、流行は収まりました。

1980年の1例を 後に、野生の（ワクチン

によらない）ポリオウイルスによる新たな患者

は出ていません。今でも海外から、ポリオウイ

ルスが国内に入ってくる可能性はあります。
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四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１ 真実かどうか

２ みんなに公平か
３ 好意と友情を深めるか

４ みんなのためになるかどうか

第１７８3回 2018年 8月 28日 (火曜日)

例会欠席の場合は前週土曜日までに必ず事務局へ

連絡をお願いします。 こちらのメールアドレスへ

ご一報ください。

kashiwa_minami_jimukyoku @yahoo.co.jp

ロータリーの行動規範

ロータリアンとして、 私は以下のように行動する。

１．個人として、また事業において、 高潔さと、高い倫理基準をもって 行動する。

２．取引のすべてにおいて公正に努め、 相手とその職業に対して尊重の念をもって接する。

３．自分の職業スキルを生かして、 若い人々の質を高める。

４．ロータリーやほかのロータリアン の評判を落とすような言動は避ける。

例会日 会員数 出席 出席率に用いる数 合計 ％

８月28日 ４0 ２０ ４ ２４ ６０

場所：れいたくキャンパスプラザ Ｂ会場

会長挨拶

浅野 了 浅野 繁 荒木知太朗 池田 孝 井畑和士

今井 昇 大内 啓 岡田勝久 岡田尚子 片岡達生

小髙 潔 小林義和 小林 亘 斎藤由紀 櫻井好美

關口和行 園邊 哲 竹村隆一郎 妻島不三二 鴇田和之

戸部謹爾 友野俊政 中島恵里 仲原一郎 猫田岳治

服部秀雄 福田理佳 古谷桂子 宮 寛 宮本邦雄

森 秀樹 八木和男 山川真哉 山口修代 山崎康弘

山本昭彦 山本博意 吉川末満 米谷昌紀 渡辺賢司

出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席免除

例会報告

まずはお詫びがございます。7月24日と31日

例会日の会報誌の会長挨拶が同じ内容となって

おりました。31日を修正いたしまして、本日

配布させていただきました。差し替えをお願い

いたします。

ＨＰも修正版に差し替え完了しております。

先程、岡田会長のお話の中にもございましたが、

10月24日は「世界ポリオデー」です。

日本では今はもうなくなっているポリオですが、

世界を見渡せば、まだ100％撲滅には至って

おりません。広報委員会と致しましては、この

日に向けて何か活動ができないものかと考えて

まいりました。いくつか取り組みたいことがご

ざいます。

まず、貯金箱を委員会で用意致します。この

貯金箱を皆様それぞれがご家庭や職場に持ち帰っ

ていただきまして、募金を募っていただきたい

と思います。

次に10月24日までの間の通常例会時、広報

委員のうち何名かで、ポリオ撲滅のTシャツを

着用し、例会に出席させていただきます。

ぜひ、私も！という方がいらっしゃいましたら、

私にお声をかけて下さい。

そして、『ブレス しあわせの呼吸』という

映画が9月7日より公開されます。映画のチラ

シにもロータリーのロゴが印刷されております。

ロータリーはこの映画に対し、協力という立場

で関わっております。前売り券を何枚かご用意

させていただく予定ですので、ぜひ皆様映画館

に足を運んでいただきたいと思います。準備が

整いましたら、また、ご案内をさせていただき

ます。

「世界ポリオデー」の10月24日までの間、

どのようなものにするかはまだ検討中ですが、

例会場にポリオ撲滅のパネルのようなものを置

かせていただくことも考えております。

ロータリーはポリオ撲滅活動にいち早く取り組

んできた団体です。その一員として、寄付や、

現地での支援活動といった目にみえる活動、ま

た、日本では身近ではなくなったポリオという

ものに対し、先程のようなＴシャツ着用、映画

鑑賞などの活動を通し意識していくこと、両面

からの活動の必要性ががあるのではないかと考

えております。このような活動に対しては、そ

れぞれにお考えがあるかと思いますが、広報委

員会としての取り組みをどうかご理解いただき、

ご協力をお願い申し上げます。

後にもう一つお願いがございます。

広報委員会は、入会歴の浅いメンバーが多いこ

ともあり、知らないことや、わからないことが

たくさんあります。委員会などをやっているの

を見かけましたら、お時間

があれば、広報委員でなく

ともぜひ委員会に参加して

いただき、皆様にご指導い

ただければと思っておりま

す。よろしくお願いいたし

ます。

広報・公共イメージ委員会より



幹事報告

柏南ロータリークラブの皆様こんにちは。

柏ロータリークラブの中山でございます。

昨年度は、小林直前会長はじめ柏南ロータリー

クラブの会員の皆様の寺嶋ガバナーへのご協

力に対し心より御礼申し上げます。

さて、本日は「ロータリーを知ろう」とい

うテーマで卓話をご依頼いただき、私がその

ような大それた話などできるわけがないと思

いつつ、柏南ロータリークラブの皆様への感

謝の証としてお引き受けした次第ですので、

内容に不備、不手際がありましてもロータリー

の友情に免じてお許しいただきたいと思いま

す。私が柏ロータリークラブに入会したのは

平成１５年９月１０日と活動計画書に記載さ

れておりますので、ちょうど１５年が経ちま

す。入会当時の柏RCは、会員減少が続き 大

７０名ほどの在籍会委員が３３名とクラブ運

営に支障を来していた時期でありました。

その後創立５０周年を迎える頃になると、

新入会員が徐々に増え、現在は６７名まで回

復いたしました。他方、入会５年未満の会員

が過半数近くに達していることも事実であり

ます。これは柏南RCにおかれましても同じ現

象であるのではないでしょうか？

新入会員の方の中には、ロータリーになじ

めずに退会される方もいらっしゃると聞き及

びます。私は、何でも構わないので興味を持

つテーマを見つけることが大切かと思います。

私の場合は、ロータリーの歴史、特に日本の

ロータリーの歴史に興味を持ち、インターネッ

トで情報を収集し、先輩ロータリーアンと語

りあることが楽しみでありました。歴史に限

らず、世界のロータリー、奉仕の実践、クラ

ブ運営の仕方等、ロータリーには様々なテー

マがあるかと思います。どんな小さなことで

も「興味を持ったテー

マを自分なりに調べ

てみる」これがロー

タリーを知るヒント

になるかと思います。

<本日の卓話> 柏ロータリークラブ 会員中山浩一様

委員会報告

●奉仕プロジェクト推進セミナー開催のご案内

日時：平成３０年９月１６日(日) 午後１時(１２

時３０分登録開始)より

場所：TKPガーデンシティ千葉 (千葉市中央区

問屋町1-45 ℡043-302-1721)

登録料：１クラブ3,000円

日程：12:30 登録開始 13:00 開会点鐘

●9月１９日（水）ガバナー公式訪問

（場所：ザ・クレストホテル柏 12:00～昼食）

プログラムを配布致します。

活動計画書を持参してください。

ジャケット持参

●１０月２８日（日）２７９０地区 地区大会が

あります。是非ご参加ください。

今後の予定

９月 ４日（火）通常例会 理事会

クラブ協議会

９月１１日（火）通常例会

９月１８日（火）振替休会

９月１９日（火）ガバナー公式訪問

９月２５日（火）親睦夜間例会

麗宮飯店 18:00～

海外では依然としてポリオが流行している地

域があります。パキスタンやアフガニスタン

などの南西アジアです。ポリオウイルスに感

染しても、麻痺などの症状が出ない場合が多

いので、海外で感染したとしても気が付かな

いまま帰国（入国）してしまう可能性があり

ます。

症状が出なくても、感染した人の便にはポリ

オウイルスが排泄され、感染のもととなる可

能性があります。仮にポリオウイルスが日本

国内に持ち込まれても、現在ではほとんどの

人が免疫を持っているので、大きな流行にな

ることは無いと思われます。しかしポリオワ

クチンの接種率が下がれば、感染の可能性は

広がることとなります。ロータリーは、197

9年にフィリピンの子供たちにポリオ予防接

種を始めて以来、パートナー団体と共に懸命

な撲滅運動を続け、全世界でポリオ発症率を

99％減らすことに成功しています。今、あと

少しでポリオを撲滅出来るところまで来てい

ます。ポリオ常在国は2か国までに減りまし

た。 ロータリアンはこれまで、122か国、

20億人以上の子供たちへのポリオ予防接種を

支援してきました。わずか60円ほどのワクチ

ンで、一人の子供を生涯、ポリオから守るこ

とが出来ます。

私たち柏南ロータリークラブでも少しでも

ポリオ撲滅を支援するために、ロータリーデー

で寄付を募ったり各家庭・会社などでもポリ

オ撲滅のための募金をしていけたらと思いま

す。そこで、世界ポリオデー10月24日まで

広報委員会の方にFacebookなどでポリオに

ついての投稿をしたり、ポリオ撲滅運動の

新情報を発信していただきます。ポリオ撲滅

を応援しましょう。

米山記念奨学委員会

８月２５日米山委員長セミナーに参加してきました。ガバナー月信の４６．

４７ページに寄付一覧が掲載されております。 今年度は総額4,500万円

（一人当たり15,000円）を目標としています。

委員会からは、奨学生の受け入れを積極的にお願いしたい、との事です。

日本と他国の架け橋になれるような人材になって欲しいと考えております。

地区管理運営統括委員会

橋岡ガバナーの「能」が

１０月２０日開催されます。

ご興味のある方は、どうぞ

お申し出ください。

会員増強委員会

会員増強セミナーに参加し

てきました。会員増強につ

いて話し合ってきました。

３０代、女性の入会、今年

度も頑張っていきたいと思

います。

我孫子ＲＣより、幹事の依田会員、村越会員が「少子化対策事業」として

婚活パーティの宣伝でお越し頂きました。ロータリアンの皆様ご推薦をよろしくお願いします。

ポリオ撲滅

支援発表

岡田会長


