『インスピレーションになろう』 Be the Inspiration
ＲＩ会長 バリー・ラシン 第２５９０地区ガバナー 金子 大
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前々回(3 月 14 日) 欠席 13 名 Makeup 4 名
７９.１７％
欠席者：今井会員、中村会員、坂本会員、坂口会員、
髙木会員、都倉会員、渡久地会員、内藤会員、
若狭会員、山本会員

ポリオを根絶すると、日本だけで年間 184 億円の予
算が浮くんです。これは大きなことです。
昨日の講演で稲村さんがおっしゃっていたポリオの
最後を見届けたいという言葉が、私の耳に一番残って
います。
ポリオの実態とロータリーがどんなことをしたいか
を話していきたいと思います。
ここはインターネットがつながらないので、私の携

お客様紹介 小泉 正博 会長
◆簔口 昌明 様（川崎 RC）

帯からつないでご説明します。今までの歴史を話すと

ニコニコ報告

ますので。

江口

進 親睦委員長

◇川崎 RC 簔口 昌明様
本日、メークアップにお伺いしました。
島田先生､市川様 いつもお世話になっております。

◇小泉 正博 会長・徳安 久是 幹事
皆様おはようございます。気温がだいぶ上がってきま
して過ごしやすくなりましたネ。本年度も終盤に差し
掛かりました。計画は順調に進みましたでしょうか。
まだ未達の部分があれば、まだ間に合います。ぜひ達
成して下さい。
また、河合さん本日の卓話よろしくお願い致します。

◇江口

進会員

おかげ様で事務所を開いて満 8 年を迎えることが出
来ました。ロータリークラブの先輩方に公私ともにお
導きいただけたからと感謝しております。今後ともよ
ろしくお願い致します。

長くなるし、私から説明しても解らないこともでてき
ＮＨＫの国際報道番組で報ぜられていますので、こ
れをご覧ください。
ＮＨＫ リンク先
ポリオ終わりなき戦い(NHK 国際報道 2/19 ダイジェスト)
https://www.nhk.or.jp/kokusaihoudou/archive/2019/0
2/0219.html
日本でのポリオの大流行は 1960 年頃で 5,600 人ぐら
いの患者が出ました。ポリオの生ワクチンを緊急輸入
して投与したら 5,600 人から、3 年後には 20 人となり
ました。ワクチンの効果は絶大です。

◇ＳＡＡ一同
めっきり春めいた季節になりましたね。
河合さん、ポリオの卓話宜しくお願い致します。

◇親睦委員会一同
すっかり春らしくなりましたが、まだまだ朝晩は寒い
ことが多いです。会員の皆様、ご家族におかれまして
は引き続きご自愛くださいますようお願い致します。

「みんなニコニコ」
河合さん、よろしくお願い致します。

市川 功一 会員・会田 公雄 会員・宮崎 玲児 会員
神谷
直 会員・島田 叔昌 会員・江口 進 会員

財団ニュースを見ると、
（神奈川ロータリークラブの
ホームページからだと見やすい）、

http://www.kanagawarc.org/zaidan/index.html

これが最新のロータリーベースでの資料です。ポリオ
菌の常在国は、パキスタンとアフガニスタン、ナイジェ

５月９日 報告事項
小泉 正博 会長 徳安 久是 幹事

リアです。野生株がいる地域です。野生株というのは、

１．理事会報告

人から人へ感染する。その下にある常在国以外とあるの

２．川崎市より、平成 31 年度川崎市文化賞等候補者
の推薦依頼がきております。
３．地区からの来信
①2019-20 年度 地区委員の委嘱状が届きました。
・河合 束会員：ポリオプラス委員会 副委員長
・市川功一会員：青少年奉仕委員会 副委員長、
危機管理委員
・都倉八重子会員：ローターアクト委員、米山学友委員

は、生ワクチンから発病する発症数です。ナイジェリア
はここ 3 年間ポリオの発症がなく、今年の 8 月までに発
生しないとポリオを撲滅した国となります。
最新ニュース、4 月 2 日では、パキスタンが 6 名、ア
フガニスタンが 3 名。ポリオが 99.9％無くなったんで
すが、0.1％の撲滅がなかなか難しい。
配った資料は、ロータリーの友 28 年 10 月号からの
ものです。１年間でポリオワーカー（ポリオを接種する
人）が 80 人も殺されている。殺される理由は、イスラ
ム国なので、ポリオはハラル認証がないとか、アメリカ
のＣＩＡがポリオワーカー扮して、ビンラディンを探し
て殺したことで、ポリオワーカーが行くとアメリカの手
先じゃないかといって殺されたりして、ポリオワーカー
は軍隊や銃を持った人たちに守られてポリオワクチン
を接種しに行っています。また、最貧国なので、ポリオ
ワクチンより先に、水とか食料を持ってきていう要望も
強くあるようです。こんなわけで、最後の 0.1％の撲滅
がなかなか難しいんですね。
撲滅しないと野生株は人から人へ感染しますし、野生
株の常在国からの来日客から感染する恐れがあるので、
日本は今だに年間 180 億円もかけてポリオワクチンを
投与し続けています。ＷＨＯやユニセフ、アメリカ疾病
対策センター、RI 等、いろいろな機関が活動していま
すが、ゲイツ財団が、ロータリーで集めた金額の 2 倍を
寄付してくれます。
もう一枚配ったのがポリオプラスリポートですが、ピ
ンクのラインの所が中原クラブが財団に寄付した金額
です。今、財団への寄付は 120 ドル、ポリオが 50 ドル
の寄付が求められています。米山もありますが、いろい
ろな考え方があると思いますけど、これを見ると中原ク
ラブは 450 ドルしか寄付がありません。米山は別とし
て、ロータリアンである限り財団には何とか寄付しても
らえないかな。体制上寄付しにくい状態であるかもしれ
ませんが、財団へまだ寄付されていない方は寄付を是非
お願いしたい。
ポストポリオと言う話が、昨日稲村さんからありまし
た。ポストポリオというのは、一度ポリオにかかって、
その後再発、日本では昭和 50 年から 52 年頃に生ワク
チンを受けた人たちは、濃度の低いワクチンを受けたの
で、今 42～43 歳ぐらいの方々は、できたら再度ポリオ
ワクチンを受けたほうが良いと言われています。海外で
感染する恐れがあるので気を付けてください。
不活化ポリオワクチンは、５歳までに４回注射、今は
５回する。1 回 5 千円ですから 200 億ぐらいになると言
われています。皆さんには小さいお子さんがいらっしゃ
らないでしょうがお孫さんのためにワクチンの注射を
打つことを進めてください。
財団の寄付をお願いします。

② 会長エレクト宛に、資料の提出依頼。
・ＲＩホームページのロータリークラブセントラル
より、クラブの目標を設定、入力画面を印刷して
提出： 6 月 28 日必着
・クラブ活動計画書 ２冊： 6 月 28 日必着
・クラブ週報 7 月～最新版各 1 部
・例会場付近の案内図 1 部： 公式訪問の 2 週間前
③ドイツ ハンブルク ＲＩ国際大会 地区ナイトの
ご案内が届いております。（再度）
2019 年 6 月 2 日(日) 18：30～20：30
ﾊﾝﾌﾞﾙｸﾞ市庁舎内のレストラン
※参加ご希望の方は、事務局まで
④2018-19 年度ＲＹＬＡの報告書が届いております。
⑤ロータリーレート変更のお知らせ
2019 年 5 月より、1 ドル＝112 円に変更
４．他クラブ例会臨時変更
●川崎とどろき RC
5 月 27 日(月) 休会
5 月 20 日⇒19 日(日)-20 日(月)
川崎中 RC と合同一泊移動例会
●川崎中 RC
5 月 21 日⇒19 日(日)-20 日(月)
川崎とどろき RC と合同一泊移動例会
箱根湯本「河鹿荘」 点鐘 17：30
5 月 28 日(火) 休会
５．他クラブ会報の回覧 川崎中 RC 川崎とどろき RC
６．本日例会終了後､写真撮影･被選クラブ協議会開催

今後の予定
◇５月 16 日 (木) 早朝例会 点鐘 7：30
中原警察署生活安全課 則次様
「アポ電詐欺について」

◇５月 23 日 (木) 研修会 18：00～

於：ジェクト㈱ 会議室
卓話：地区広報･公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員長
大塚正一様（川崎北 RC）

◇６月 ６日 (木) 例 会
点鐘 12：30 ホテル精養軒
卓話：中原消防署予防課予防係
消防司令補 百瀬 優様

◇６月 13 日 (木) 研修会 18：00～
ファイナル懇親会

◇６月 20 日 (木) 早朝例会 点鐘 7：30
「クラブ協議会」

退任挨拶

