
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1324 回 （本年度 7回） 

平成 27年 8月 27日（木）  

点  鐘  市 川 功 一 会 長 

司  会   戸 張  裕 康 会場監督 

斉  唱 「四つのテスト」 

会員出席報告 江口 進 親睦委員 

欠席者：髙木会員 
 

お客様紹介 市 川 功 一 会 長    

今週のお客様はいらっしゃいませんでした。   
会長報告 市川 功一 会長（9 月３日） 
    
幹事報告 会田 公雄 幹事（９月３日） 
 
本日のミニ情報 市川 功一 会長 
 
当クラブのホームページの会報、ニュース欄が更新さ

れているので是非見てください。自画自賛ですが近隣

クラブの HPに比べてよくできていると思います。他は

更新されてないものが多いなか、川崎南 RCのものはよ

く活動内容が分ります。先週卓話をいただいた横浜西

RC の HPはやはり素晴らしく、１０年で２７人の増強が

成功した秘訣の１つはこの HP かもしれないと思いま

した。 

 
 
卓 話河合 束 副会長 

クラブフォーラム「ポリオ撲滅」について 
  
日本におけるポリオ患者での実態は、1947 年「伝染病届出
規則」制定以来正式に把握された。1949年頃より全国各地で
ポリオの流行が報告され、1960 年には北海道を中心に大流
行し、１年間の患者が 5,600名を超えた。1,961年には当時の
厚生大臣古井喜実(ふるいよしみ)の「責任は大臣が持ちます」
という強い決断によりソ連からの生ワクチンの緊急輸入が行
われ、試験投与という形で、1,961年の 7月下旬から 8月末に

かけてのわずか 1カ月の間に、3歳から 5歳まで、流行地では
9 歳までの 1,300 万人を超える小児に一斉投与され 1,963 年
からは定期接種が始まった。その結果、ポリオ患者は激減し、
現在までほぼ完全に制圧されている。 
 
ロータリーがポリオに関わり出したのは 1,979 年、国際ロータ
リーは、フィリピンで、生後 3 ヵ月から 36 ヶ月の子供 600万人
に対して、5 ヵ年計画のポリオ免疫活動を始めました。これが、
ロータリーがポリオ撲滅に取り組んだ第一歩です。 
 
1,985年、国際ロータリーでは、ﾛｰﾀﾘｰ創始 80周年に当たって、
「ポリオ・プラス計画」を発表。日本国内では 1,986 年 7 月から、
5 年計画のポリオ・プラス募金キャンペーンで 40 億円の目標
にたいして 49 億円を集める事が出来たそうです、国際ロータ
リーでは 1,989年 6月までの 3年間で目標額の 2倍に当たる
270億円を集めたそうです。 
 
1,988 年、国際ロータリーは、世界保健機関(WHO)、ユニセフ、
アメリカ疾病対策センターとともに、世界ポリオ撲滅推進計画
の発足に携わり、以来、世界でポリオ感染数は９９パーセント
減少し、毎年３５万件あった感染は、2,012 年にわずか 233 件
まで減少しました。そして長年の懸命な活動の結果、ポリオは
撲滅間際のところまできました。今年 2月には、過去 3年間ポ
リオの発生が報告されなかったインドがポリオの常在国のリ
ストから除外され、現在も感染が続いている国は、アフガニス
タン、ナイジェリア、パキスタンの 3 カ国になりました。今年の
ポリオ発生状況は 5月 27日現在、世界全体では25例の発生
があり、パキスタンが 23 例、アフガニスタンが 2 例です。(7 月
22 日の集計では 33 に増えていました)いよいよポリオ撲滅の
最終段階に入ったのではないでしょうか。しかし、国境を越え
て人が行き来する現代、ほかの国にもウィルスが流入して感
染が広がる可能性があるため、完全に撲滅するまで予断を許
さない状況です。 

 

 ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団からの資金提供 

2007年 11月 26日、国際ロータリーは、ビル・アンド・メリンダ・
ゲイツ財団と協同して、世界ポリオ撲滅に必要とされる 2億米
ドルを投入することを発表しました。ゲイツ財団から1億ドルの
補助金を受領したロータリー財団は、この時点から 3年間にこ
れと同額の資金を調達するための募金活動を行っていくこと
になりました。 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２５名 ２１名 ４名 ９５．４５％ 

前々回(8月 6日)欠席？名 Make up ？名 ？？％ 

 

  

 

川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 木曜日 PM12:30～（第 2週 AM7:30～）TEL:044-711-8855（東横線 武蔵小杉駅徒歩 3分） 
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『世界へのプレゼントになろう』 Be a gift to the world 

ＲＩ会長 K.R.“ラビ”ラビンドラン 第２５９０地区ガバナー 箕田 敏彦 



 2009年1月、ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団は、国際ロー
タリーに対して、さらに 2億 5,500万ドルを寄付。国際ロータリ
ーではこれを受けて、2012年までにさらに 1億ドル、2007年
11月にスタートしたものと合わせて2億ドルの資金を集めるこ
とを表明しました。全世界のロータリアン（ロータリークラブ会
員）は、「ロータリー2億ドルのチャレンジ」と称し、ポリオ撲滅
のための資金集めをした結果、その6月を待たずに目標額達
成しました。 
 ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団は、この功績に対し、さら
に 5,000万ドルを国際ロータリーに寄付しました。 

最終段階に向けて 
 2013年 6月、国際ロータリーとビル・アンド・メリンダ・ゲイツ
財団は、ポリオの撲滅活動を支援するパートナーシップの拡
大を発表しました。今後 5年間、ロータリーがポリオ撲滅の寄
せる寄付に対して、ゲイツ財団が 2倍の額を上乗せするとい
うものです（対象となる寄付額は各年 3,500万ドルまで）。この
パートナーシップを通じて、最高総額 5億 2,500万ドルの資金
を確保できることになります。 
 ロータリーがこれまでにポリオ撲滅活動で寄付した総額は、
12億ドルに上ります。寄付金は、すべてポリオ感染国での予
防接種活動に充てられます。 
 ロータリアンたちは、もちろんお金を集めていただけではあ
りません。多くのロータリアンが道路もないようなへき地に分
け入り、紛争地帯に赴き、実際にポリオワクチンを子どもたち
に届けるための活動もしています。紛争地帯では、双方の代
表者を説得してポリオワクチン投与のために一時休戦にした
り、宗教上などの理由からポリオワクチンの投与を拒む人々
を説得したり、さまざまな活動をしてきました。 
 世界中のさまざまな地域にロータリークラブがあり、ロータリ
アンたちが活動をしています。それぞれの地域で、ロータリア
ンたちがさまざまな形で、すべての子どもたちにポリオワクチ
ンの投与をするために努力を続けています。 
 ポリオ撲滅まで「あと少し」ですが、そのための資金不足は
深刻な問題です。 
 皆さまの今一歩のご協力をお願いいたします。 

パキスタンのポリオ患者、１５年で最悪に タリバンが予防接
種を 

パキスタンポリオ患者数 

 昨年10月15日の産経新聞には【ニューデリー＝岩田智雄】
パキスタンで今年のポリオ（小児まひ）の患者数が５日までに
２００人を超え、過去１５年間で最悪の事態になったことがわ
かった。イスラム武装勢力「パキスタンのタリバン運動（ＴＴＰ）」
による妨害で、予防接種が遅れていることが要因となってい
る。 

 英ＢＢＣなどによれば、パキスタンの今年のポリオ患者数は
２０２人に達し、２００１年の１９９人を超えた。１９９９年の５５８
人には及ばないが、昨年の９３人、一昨年の５８人に比べて
急増している。 

 パキスタンでは２０１１年に国際テロ組織アルカーイダの指
導者、ウサマ・ビンラーディン容疑者が米軍の急襲により殺
害されたが、居場所特定のきっかけは、偽の予防接種運動
で容疑者の子供のＤＮＡ情報が得られたためとされる。 

 タリバン運動は、「ポリオ根絶運動はイスラム教徒を根絶や
しにしようとする陰謀だ」と宣伝。ポリオの予防接種を禁じた
ため、タリバン運動の根城があるアフガニスタン国境に近い
部族地域で予防接種ができない状態が続いている。国内各

地で１２年以降、武装勢力によるテロで予防接種を推進してい
た職員や警護の警官ら約６０人が殺害された。 

 一方、軍が今年６月にタリバン運動の拠点でテロ掃討作戦
を開始したため、避難民が部族地域外に流出し、数十万人が
予防接種を受けたという動きもある。世界に残るポリオ常在国
はパキスタン、アフガン、ナイジェリアの３カ国のみ。 

 

 
● まとめ  

撲滅まで、もう少しもう少しと言われておりますが、様々

な事情（戦争や紛争）でゼロまでなかなかいかないけれど

続けていくことが大事になります。 
また、本日映せなかったビデオも２０分ぐらいですので 
時間があれば見て下さい。アクセスは下記のアドレスです。 
  
関場慶博＠弘前アップルRCです。 
  
毎年、ロータリーの国際大会でポリオに関する感動的なス
ピーチをされるWHOのブルース・エイルワード氏
（Assistant Director-General) 
のTEDでのスピーチです。 
国際ロータリーにも言及していますので、どうぞご覧くだ
さい。 
  
http://www.ted.com/talks/bruce_aylward_how_we_ll_st
op_polio?language=ja 
  
 

ニコニコ報告   江口 進 親睦委員 
 
川﨑中ロータリークラブ 様？  

 川﨑中さんのニコニコを市川さんからもらうのを忘れていまし

た。 

市川 功一 会長 会田 公雄 幹事  
  ここ数日気温が急に下がり秋の気配が感じられるように

なりました。それにしても梅雨明けから 1 ヵ月猛暑が続
いた後なので体調には充分気をつけてください。 

ＳＡＡ一同（担当戸張会員） 

いよいよ夏休みも終わりに近づき新城商店街では恒

例の夜店市「にぎどん」が今週金・土で行われます凄
い人数のお客さんが来るので一度見学に来てくださ
い個人的にかき氷と射的を担当します。 

親睦委員会一同 
暑さ寒さも彼岸までだと言いますがいよいよ暑さも和
らぎました。しかし夏の疲れはこれから出てきますの
で皆様におかれましては引き続き健康にご留意くださ
いますようお願いします。  
「みんなニコニコ」   

高瀬 建夫 会員・若狭 滋則 会員・田辺 清夫 会員 
山本  剛 会員・原  秀元 会員・古越 孝男 会員 
小泉 正博 会員・徳安 久是 会員・都倉八重子会員 
工藤 和弘 会員 
 

 
次回 9 月１０日の早朝例会卓話予定 
卓話「？？？」について 
 

ニコニコボックス 本日 18.000円 累計 158000円 

記念日ニコニコ 本日 0円 累計 15,000円 

http://www.ted.com/talks/bruce_aylward_how_we_ll_stop_polio?language=ja
http://www.ted.com/talks/bruce_aylward_how_we_ll_stop_polio?language=ja

