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●本日の司会        （鈴木 栄副 SAA） 

 

●開会点鐘         （平畑 秀東会長） 
 

●ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱 

 

●本日のお客様 

 

ロータリー財団ポリオ・プラス委員会 

小委員長  遠藤 二郎様（東京多摩グリーン RC） 

委員  末松 尚武様（東京目黒 RC） 
 

熊本 誠司様（東京成城新 RC） 
 
 
 
 
 
 
 
 

米山奨学生 ネジュリ・オセアンさん 
 

●会務報告         （平畑 秀東会長） 

 

先週の理事会で指名委員会発足が決定いたしました。

委員長は小島次年度幹事です。 

11 月 24 日（日）青少年フェスティバルへのご参加、ご

協力をお願いしたいという要請が、昭島市長の北川様よ

り来ております。 
 

★米山奨学金授与（ネジュリ・オセアンさん） 

 
 

●幹事報告         （伊藤 満雄幹事） 

 

12 月 25 日（水）第 3 回クラブ協議会を開催いたします

ので、役員、理事、各委員長の方々はご出席の程、よろ

しくお願いいたします。 

●卓話「ポリオ・プラスについて」 

ロータリー財団ポリオ・プラス委員会  

小委員長 遠藤 二郎様 委員 末松 尚武様  
 

★ご挨拶（遠藤 二郎様） 

本日は、卓話にご招待いただき

まして、ありがとうございます。

また日頃、小島さんにはポリオ委

員会でご協力をいただき、ありが

とうございます。先日、ポリオチ

ャリティゴルフも、昭島中央 RC

さんにもご協力をいただき、盛大

に催す事が出来ました。チャリテ

ィゴルフでの寄付金は 64 万円ほどになったそうで、過去

最大の金額だそうです。 

本日の卓話の依頼をいただいた時に、実は丁度、末松

委員が同席しておりまして、それならば私がやりましょ

うと率先して名乗り出ていただきました。 

本日は、ポリオのパンフレットと車用のシールとポリ

オバッヂを人数分お持ちしましたので、お使いください。 
 

★卓話（末松 尚武様） 

※スライドによる資料と写真を

見ながらポリオ・プラスについて

お話をしていただきました。 
 
 
 
 
 

 

私が今日お話するのは、2012 年と 2013 年にインドの

National Immunization Day（ポリオ一斉投与日）につい

ての参加報告です。 

世界ポリオ撲滅推進計画では、ロータリー、ユニセフ、

世界保健機関、米国疾病対策センター、ゲイツ財団が中

心となってポリオの撲滅に取り組んでいます。 

ポリオがどんな病気かご存じでしょうか。ご年配の方

には、「小児まひ」と言った方が解りやすいかもしれませ

ん。日本でも大流行した事があります。手や足などに麻

痺を起こさせる事があり、肺の筋肉がまひをすると、呼

吸が出来ずに死にいたる事もある、恐ろしい病気です。

ポリオは壊滅的で潜在的に致命的な感染症です。治療法

はありませんが、安全で効果的なワクチンがあります。

ポリオはウイルスによって引き起こされる感染性の強い

病気です。神経系に侵入し時間の問題で不可逆的麻痺を

引き起こす事があります。 
 

2013～2014 年度クラブ運営方針 

「継続は力なり」～クラブ独自性の継承を！～ 

 

国際ロータリー第 2750 地区 多摩中グループ 

 
TOKYO AKISHIMA-CHUO ROTARY CLUB. 
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第 1153 回 例会報告 
 



※ポリオの歴史 

BC1530～1350 エジプト王朝の石版画に記載がある 

1840 年  ドイツで最初の臨床的記述がある 

1905 年  スウェーデンで流行 

1916 年  アメリカで流行 

1952 年  アメリカで最悪の流行 

1961 年  Sebin博士により生ワクチンが開発さ

れた。 

WHO は 1967 年に 1980 年までに 

天然痘撲滅計画を発表した。 

※日本でのポリオの流行 

1960 年 

北海道夕張市で大流行、全国で 1 型ポリオの流行 

1961 年 

ポリオ生ワクチンをソビエト・カナダから緊急輸入、全

国一斉集団接種 
 

※ロータリーのポリオとの闘い 

国際ロータリー1978 円 4～5 月理事会は「保健、飢餓、

追放および人間尊重補助金プログラム」いわゆる「3-H プ

ログラム」を設立し、1979 年初めフィリピンのザビノ・

サントス PDGが RIにポリオ免疫接種事業を行ってくれる

ように手紙を出しました。ポリオ予防ワクチンの必要性、

国内外の諸機関の協力、ロータリアン、ロータリークラ

ブの協力等が考慮された結果、フィリピンは 3-H プログ

ラムによる最初の大規模免疫接種活動をするのに適切で

あると認められました。1979 年 9 月、生後 3 カ月から 36

カ月の子供約 600 万人に対し 5 年計画のポリオ免疫接種

活動が始まりました。 

1982 年 2 月の RI 理事会で「ポリオ 2005」が決議され、

ポリオ撲滅を宣言しました。 

ポリオ・プラスとは、はしか、ジフテリア、破傷風、

百日咳、結核の 5 つの病気をさしこれらの病気も含めて

予防接種を実施することになり、ポリオ・プラス計画と

しました。 

1981 年第 258 地区の東京麹町 RC は 1982-83 年度、南

インドにポリオワクチンを送り、地元のロータリアンと

協力して、子供達をポリオから救う事を計画しました。

この計画は第 258 地区と第 275 地区の賛同を得て 2 つの

地区の世界社会奉仕プロジェクトへと発展し、R 財団から

は「素晴らしい計画であり、感謝する」と評価されてい

ます。日本国内では、募金総額 40 億円を目標にポリオ・

プラスの募金キャンペーンが始まり 1991年6月までに 49

億円の寄付が集まりました。 

アフリカの角地域でのポリオ流行は終焉しつつありま

す。新しいポリオ根絶計画および根絶後戦略 2013-2018

年への全面的支援が必要です。そのためには前もっての

財政的援助が欠かせません。世界はポリオを終焉させる

事ができる計画を持っています。その計画は実行されつ

つありますので、私達はその計画を絶えず支援していか

なければなりません。ポリオ根絶は、未来の人々への私

達が残す遺産となるでしょう。共に協力し合う事でのみ、

私達は歴史を創る事ができるのです。ポリオを根絶する

事ができるのです。 
 

 

★謝辞（伊藤 満雄幹事） 

 
 

●ニコニコ BOX発表  （今藤 貫徳親睦委員） 

 

・遠藤 次郎様（ロータリー財団ポリオ・プラス委員会） 

初めてお伺いいたしました。宜しくお願いします。 
 

◎平畑会長 

ロータリー財団ポリオ・プラス委員会、遠藤二郎様、末

松尚武様、卓話宜しくお願い致します。 

 

◎伊藤幹事 

遠藤さん、末松さん、本日の卓話ありがとうございます。

昨日のゴルフコンペで優勝しました。 
 

・工藤会員 

吹矢大会で優勝しました。ニコニコします。 
 

・小島会員 

遠藤委員長、末松さん、本日は宜しくお願い致します。 
 

・指田会員 

遠藤様末松様卓話ありがとうございました。なお、今週

末土曜日 3 時より昭島産業祭にて東京農業大学応援団に

よるダイコンおどりがあります。是非御覧ください。 
 

11 月結婚記念 

石川会員・佐伯会員・神野会員・鈴木会員 

本田会員・村野会員・芳見会員・渡部会員 
 

●出席報告      （宇田川 泰弘出席委員） 
 

会員数  51 名 出席義務会員  49 名 
 

本日の出席 28 名（メイクによる出席者数を除く） 

 

●委員会報告     （小島 弘明指名委員長） 

先程、次年度役員及び理事選出指名委員会、委員長を

仰せつかりました小島です。早速、発足をし、会長・会

長エレクト・副会長・幹事・SAA・副幹事・歴代会長会・

職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・新世代の他に、A（会報、

プログラム）・B（出席、親睦）・C（広報雑誌 IT、情報、

選考分類、増強）グループからそれぞれ指名委員を 1 名

選出お願いします。 
 

●次週例会予定  （指田 裕士プログラム委員） 

 

11 月 12 日（火）移動例会 IM 

11 月 13 日（水）振替休会 
 

●閉会点鐘         （平畑 秀東会長）

 


