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幹事報告
●出席に関する取り決めが出来ました。
必ずご一読下さい。
●マイロータリー アカウント登録をお願いします。
●商工会議所会館改修工事について
外壁・駐車場等の修繕工事
5月11日～11月16日 騒音・異臭があります。
駐車場は使えなくなります。喫煙所も撤去され
ます。
●【回覧】
・米山梅吉記念館 賛助会員募集案内/式典の案内
・フェアウエルパーティーのご案内
・ロータリーデー2750 フェスタ2019
・2020～2021年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐の推薦について
・規定審議会 提出立法案一覧表
・姉妹クラブ募集の案内

今後の予定
4月30日（火） 祝日週休会
5月 7日（火） 祝日週休会
5月14日（火）～15日(水)親睦旅行 鬼怒川温泉
（宴会だけ、翌朝すぐの解散、などでもOKですの
でぜひ参加下さい）
5月21日（火） 通常例会 理事会
5月28日（火） 通常例会 サービスランチ
今後の重要な予定
6月11日（火） ガバナー補佐訪問
6月25日（火） 交替式 ハート柏迎賓館

第１８１２回２０１９年４月２３日 (火曜日)

4月20日（土）、アパホテル＆リゾート東京ベ 会にわかれて各部会の方針説明などがありました。
イ幕張ホールにて、国際ロータリー第2790地区2
019-20年度 地区研修・協議会が開催されました。
第１部の本会議では、諸岡ガバナーエレクトから
RI会長方針および地区運営方針についてお話があ
り、第２部の部会別協議会は、会長部会・幹事部
会・研修部会・管理運営・奉仕プロジェクト・青
少年育成・ロータリー財団・米山記念奨学の8部

お祝い事

ニコニコ

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。

会長挨拶
先週の第１１グループの合同例会には、多
くの会員の皆様に参加して頂き、ありがとう
ございました。
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出席免除

ています。表彰に関しましては、次年度の活
動に期待しています。
今週末から１０連休が始まります。次回の

会長幹事・第１１グループの会員によるアト

例会は親睦旅行になりますので、楽しい旅行

ラクションは、楽しんで頂けましたでしょう

にしたいと思います。

か。例会前に行った恒例の親睦ゴルフ大会に

４月からの留学生、梁尚文君がいらっしゃっ

加え、今回は親睦ボウリング大会が行われま

ています。１年間当クラブでお世話させて頂

した。柏南クラブはチームで優勝。個人でも

きますので、皆様宜しくお願いいたします。

１位・２位と好成績を収めることが出来まし
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四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１
２
３
４

真実かどうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか

した。私の年度の初めに目標としておりまし
た、広報での地区表彰は残念ながら果たすこ
とが出来ませんでした。残念ではございます

例会欠席の場合は前週土曜日までに必ず事務局へ

例会日

会員数

出席

出席率に用いる数

％

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。

４月２３日
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ckmrc@io.ocn.ne.jp

場所：れいたくキャンパスプラザ B会場

２０日に地区研修・協議会が執り行われま

が、表彰に値する広報活動にはとても満足し
例会日／毎週火曜日(12:30～13:30） 例会場／廣池学園キャンパスプラザ TEL／04-7173-3558 FAX／04-7173-355０
事務局/〒277-0011

千葉県柏市東上町7-18柏市商工会議所会館 505 ＴＥＬ/04-7166-3963 FAX/04-7186-6255 E-mail /ckmrc@io.ocn.ne.jp

＜本日の卓話＞地区ロータリー財団統括委員会副委員長
本日は「ロータリー財団」についてお話をさせてい

水野晋治様

ロータリー章典（2019年1月）

ただきます。私は地区ロータリー財団委員会副委員長

40.040.01.新しいRIプロジェクト

の水野晋治です。どうぞよろしくお願い致します。

ポリオプラスプログラムが成功裏に終了するまで、い

最初にロータリー財団の基本的な事についてご説明し

かなる他の組織全体のプロジェクトも検討されない

ます。

（2017年1月理事会会合、決定87号）。

ロータリー財団の正式名称は「国際ロータリーのロー

続いてポリオの基本的知識についてご説明します。

タリー財団」と言います。

ポリオ「急性灰白(かいはく)髄炎」は「脊髄性小児麻

ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、健康状態

痺」または、「小児マヒ」とも呼ばれ、ポリオウイル

を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済すること

スによって発生する疾病です。名前のとおり子ども

を通じて、世界理解、親善、平和を達成できるように

（特に5歳以下）がかかることが多く、麻痺などを起

することです。

こすことのある病気です。しかし、子供だけではなく

1人計4回で20,000円となります。新生児が約90万人

出されるまでの数週間から１カ月ほどしか生きられま

生まれており約180億円の費用が毎年必要です。

せん。ウイルスは便とともに排出されますが、一度人

ポストポリオ症候群という名前を知っておいて下さい。 の体から出るとウイルスが生きられるのは１～２週間
幼少期において麻痺型ポリオを発症した人の25%から

です。その間に次に感染させる人を見つけなければ、

50%は急性症状の回復から数十年後に、特に新たな筋

ウイルスは次々に死んでいきます。感染の連鎖を断ち

力低下や極度の倦怠感などのさらなる症状を発現する。 切る事ができれば…
この状態はポストポリオ症候群（PPS、ポリオ後症候

「パキスタンでポリオ接種従事者の殺害続く」

群）、ポストポリオ後遺症として知られる。

2012年以降パキスタンにおいてポリオの予防接種は

続いてポリオの発症数の最新情報です。

とても困難な状況が続きました。大勢のポリオワーカー

今年1月1日～4月17日現在パキスタンで6例、アフガ

の方たちが武装勢力に襲撃され殺害されました。

ニスタンで3例が報告されています。

その背景にあったのは…（CNN記事より抜粋）

世界からポリオを撲滅する取り組みは、1985年、世

パキスタンでは昨年５月、米軍特殊部部隊が国際テロ

大人も感染します。大人が発症すると重症化する傾向

界に先立ってロータリーが「ポリオプラス」を立ち上

組織アルカイダ指導者オサマ・ビンラディン容疑者の

があります。

げたときに始まりました。1988年にロータリーは世

潜伏先を襲撃し殺害していたが、米中央情報局（ＣＩ

年のアトランタ国際大会で、次のように述べています。 ・野生株ポリオウイルスは1型、2型、3型の3種類

界ポリオ撲滅推進活動（GPEI）の創設パートナーとな

Ａ）が同容疑者の存在を確認するため予防接種を装っ

「諸々の社会奉仕を今まで通りに実行していくには、

・野生株2型ウイルスは1999年に撲滅

り、以来、世界保健機関（WHO）、ユニセフ、米国疾

て家族らのDNAを採取していた。

慈善・教育・そのほかの社会奉仕の分野において世界

・野生型3型も2012年を最後に発生がない

病対策センター（CDC）、ビル＆メリンダ・ゲイツ財

この工作が発覚した後、パキスタン内では予防接種に

でよいことをするための基金を作るのが、極めて適切

※1980年に世界保健機関(WHO)により根絶宣言が出

団とともに撲滅活動にあたっています。

対する不信感も広がった。

であると思われる」後にこのビジョンを土台として誕

された天然痘に続いて WHO が根絶のために各国と協

ロータリーがこれまでポリオ撲滅活動に投入した資金

生したのがロータリー財団です。彼の「世界でよいこ

力して対策を強化している疾患です。

は17億ドル以上。この資金は、世界26億人の子ども

第1にポリオプラス基金に一人30ドル以上の寄付です。

への予防接種に充てられてきました。

次にアドボカシーです。

ロータリーの父がポール・ハリスであればロータリー
財団の父はアーチC・クランフです。クランフは1917

とをする」という言葉が、財団の標語となりました。

ポリオワクチンについてご説明します。

では我々にできることは何でしょう？

それから102年。ロータリー及びロータリー財団は彼

生ポリオワクチンには、病原性を弱めたウイルスが入っ

大勢のロータリー会員が、資金面での支援だけでなく、 アドボカシーとは特定の問題に対する政治的提言や政

のビジョンを受け継いできました。

ています。

自ら予防接種活動にボランティアとして参加していま

策提言の事です。

「生ワクチン」別名経口ワクチン（OPV)は、ポリオ

す。こうした懸命な取り組みが功を奏し、1988年に3

SNSでの拡散・募金活動など

次にロータリー財団のプログラムについてご説明し
ます。

ウイルスの病原性を弱めてつくったものです。ポリオ

・地区補助金（DG）

に感染したときとほぼ同様の仕組みで強い免疫が出来

地区補助金は、地元や海外の地域社会のニーズに取り

ます。免疫をつける力が優れている一方で、まれにポ

組むための、比較的規模の小さい、短期的な活動を支

リオにかかったときと同じ症状が出ることがあります。

援します。各地区は、この補助金を配分するプロジェ

不活化ポリオワクチン（IPV)は、不活化した（殺した）

クトを独自に選びます。1プロジェクト当たり30万円

ウイルスからつくられています。

を上限

「不活化ワクチン」は、免疫をつくるのに必要な成分

・グローバル補助金（GG）

を取り出して病原性を無くしてつくったものです。ウ

グローバル補助金は、ロータリーの6つの重点分野に

イルスとしての働きはないので、ポリオと同様の症状

該当し、持続可能かつ測定可能な成果をもたらす大規

が出るという副反応はほとんどありません。

模な国際的活動を支援します。補助金プロジェクトの

日本では2012（平成24）年9月1日から生ポリオワク

スポンサー（提唱者）は、国際的なパートナーシップ

チンの定期予防接種は中止され、不活化ポリオワクチ

を組み、各地の地域社会のニーズに取り組みます。

5万件だったポリオ発症数は、2016年にはわずか27

次にロータリー財団への寄付ついてご説明します。

件となり、99.9％以上減少しています。

ロータリー財団への寄付は大きく分けると年次基金、

ゲイツ財団のポリオ撲滅プログラム責任者ジェイ・ウェ

ポリオプラス、恒久基金、その他基金に分かれており

ンガー氏が、伝染病の研究者としてポリオを永久に撲

ます。中でも年次基金には毎年ご寄付をいただく必要

滅することがどれほど重要なのかを語っています。

がございます。年次基金寄付は、ロータリー財団への

1930～1950年代に起こったポリオの脅威がどれほど

寄付の基盤です。地区補助金プログラムの主な資金源

大きかったかを理解しなければなりません。

等になります。当地区では会員１人当たり150ドルを

夏がやって来ると、親たちは、自分の子供が病気にか

目標に寄付をお願いしております。

かってまひを引き起こすか命を落としてしまうのでは

年次基金寄付は3年後にシェアシステムにより地区財

ないかと怯えていました。最初のワクチンが1955年

団活動資金（DDF）と国際財団活動資金（WF）に50

に出たときは医学の奇跡と称賛されました。

%ずつ配分されます。DDFは地区の裁量の下に「地区

ンの定期接種が導入、 生後3カ月から基本的に計4回

ポリオウイルスは脊柱の中にある細胞を侵します。

補助金」、「グローバル補助金」、「ポリオプラス」

プログラムの予算3万ドル以上。

の4種混合ワクチンの予防接種を行います。

その細胞が一度破壊されると、脳から筋肉に伝達する

や「ロータリー平和センター」への寄贈等に全額使わ

・ポリオプラス

(4種混合ワクチン・・・ジフテリア・百日せき・破傷

手段がなくなり、曲げたり伸ばしたりすることができ

れます。

・ロータリー平和フェローシッププログラム

風・不活化ポリオワクチン)日本では不活化ワクチンは

なくなります。肺や横隔膜の筋肉に影響が及ぶと呼吸

年次基金が今日の財団プログラムを支える一方、恒久

1回約5,000円程度です。

ができなくなります。

基金は明日の財団プログラムを確かなものとするため

ウイルスは人の体内でしか繁殖することができず、排

に、元金には手をつけず投資収益のみを使います。

次にポリオプラスについて説明致します。
ポリオプラスはロータリーの最優先プロジェクトです。

