
第 2142 回例会 

11 月８日 №18 

 

●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     地区ポリオプラス委員会 根岸 君代副委員長 

 

 

＜根岸副委員長より＞ 

      本日は卓話をご依頼していただき、ありがと

うございます。当委員会の活動は、あまり皆様

に周知されていないのですが、先月 10 月の地

区大会の際に、ポリオ募金箱を持って寄付をお

願いしたところ、多くの皆様がご協力して下さ

り、感謝しております。 

＜中村委員より＞ 

      私が当クラブで、ポリオプラスの卓話をする

のは 2 回目になります。よって本日は少し内容

を変えて、先に約 10分の映像を見て頂きます。

「ロータリーとポリオ根絶への歴史」について、

アニメ形式で作成されていますので、とても分

かりやすいので、私の卓話は短めにします。↗   

 

       

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中村 辰雄委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（映像内容は略にて） 

 ポリオ根絶は国際ロータリーの最重要課題で 

すが、当地区で前年度に卓話依頼のあったクラ 

ブは約 3 割と認識度が未だ低い状況です。 

では、次に資料でご説明させて頂きます。 

（パワーポイント資料より一部要約にて） 

 

会 長 小崎 直利  幹 事 大井  達 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇当地区ロータリアンからの主な質問事項 

①ポリオの「プラス」の意味が解りません。 

②当地区でのポリオ寄付 1 人 40 ドルは、どのよ 

 ように使用されているのか判りません。 

③現在、世界で数人のポリオ感染者なのに、何故 

1 億数千万ドルものお金が必要なのか。 

④なぜ、インド・デリーでのポリオワクチン投与 

 活動に拘るのですか。 

〇ポリオとは・・ 

     ポリオ（急性灰白髄炎）はウィルス感染症で、 

身体麻痺を引き起こし、時には死を招きます。 

治療法は現在ありません。 

5 歳以下の子供に感染す 

る確率が高く小児麻痺と 

も呼ばれています。 

     しかし、ワクチン接種 

で予防することができま  ポリオ・ワクチンカプセル 

す。このことから「ポリオは根絶が可能」です。 

〇ポリオプラスとは、（ルーツ） 

 1980（昭和 55）年初頭、日本以外の世界発展途

上国の伝染病、「麻疹、ジフテリア、破傷風、結核、

百日咳の 5 つの伝染病にポリオをプラスして、世

界から同時追放を目的としている」という意味が

込められております。 

     ポリオプラス活動は、1982（昭和 57）年に東京

麹町 RC の山田 彝（ツネ）氏によって、ポリオ

撲滅運動を始めるきっかけになりました。 

＜山田 彝氏＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇４０ドルの使途－ポリオの現状と根絶を実現するために 

1988（昭和 63）年当時は、世界 125 か国で毎 

年 35 万件のポリオ症例がありました。現在、ポ 

リオの発生率は 99.9％に減少しております。野生 

型ポリオウィルスの発症が報告されているのは、 

2022 年 9 月現在、アフガニスタン 2 名、パキスタ 

ン 19 名、モザンビーク 6 名の合計 27 名です。 

この冷凍庫（－20℃）も、40 ドル使途で活用 

されています。このほか、医師や病院施設支援、 

ポリオプラス啓蒙活動等に使用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇インド・デリーでのワクチン経口投与活動 

 2014 年に、インド・デリーNIDs(全国予防接種 

日)に参加。全世界から、約 250 万人の会員、ロー 

テックスなどが参加、インド全土で約 70 万箇所で 

ワクチン接種（投与）が実施されています。 

インドは宗教・思想から、トイレは不浄とされ、 

野外排泄する人がまだ約 6 億人いると云われてい 

る。そのため、最下層の 5 歳以下の子供たちは裸 

足で生活し、その傷口からポリオに感染する原因 

となっています。 

 

 

 

 

 

 

捨て牛が闊歩するスラム街  狭い路地（1.8ｍ）のスラム街 

 

 

 

 

 

 

幼子にワクチン投与する会員  投与後、お土産プレゼント 

ワクチン経口投与 ワクチン投与後、小指爪にマーキング 



                                     

 

    〇ポリオのない世界の実現に向けて 

     私たちの 40 ドルのポリオ寄金は、毎年 4 億人 

の世界の子供たちに予防接種（投与）され、ポリ 

オウィルスから解放される活動を続けておりま

す。ポリオが世界から根絶されれば、天然痘に続

いて、2 番目に根絶された疾病となり、公共保健

の歴史的快挙となります。 

佐藤祐一郎ガバナー年度は、クラブ主体でのポ

リオ啓蒙活動になります。私たち、ポリオプラス 

委員会がお手伝いできることがありましたら、申 

し付け下さい。 

国際ロータリーの悲願である「END POLIO 

NOW」が一日でも早く達成されますことを心よ

り願い、卓話を終了させて頂きます。 

     

    〇ロータリーカードについて    櫻内会員 

     

 

 

 

 

 

 

 

  中村さんとは同期の会長なのですが、少しＲカ 

ードについて説明させて頂きます。Ｒカードで支 

払いをすると、利用額の 0.3％がポリオに自動的 

に寄付され、私は会社の公共料金をＲカード払い 

にしています。ぜひ活用頂ければと思います。 

 

 

     先週はロータリー財団月間ということで、地区 

平和フェロー・奨学金の佐藤副委員長に卓話をい 

ただきました。その中でも少し触れて頂きました 

が、当クラブからロータリー財団奨学生の推薦を 

行いましたので、ご報告致します。 

当クラブで、グローバル補助金に応募される、 

国立相模原病院アレルギー呼吸器内科 濱田祐斗 

さんという方を推薦させて頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果は誠に残念ながら、先週、落選のご連絡を 

頂きました。経緯についても、少し触れさせて頂 

きます。この方は東京恵比寿ＲＣ会員の方から推 

薦クラブの依頼がきました。その方は相模原中Ｒ 

Ｃとは繋がりはなかったのですが、同じクラブの 

会員から当クラブの情報を教えて貰ったそうです。 

数ある第５グループのクラブから、相模原中ク 

ラブを頼って頂けたことは喜ばしく、ご縁を感じ 

ましたので、またメイクの際にでも東京恵比寿Ｒ 

Ｃに行っていただけたらと思います。 

さて、本日は先月の「ポリオ月間」に際して地 

区ポリオプラス委員会の根岸副委員長と中村委員 

に卓話を依頼しております。 

当クラブでは、あまり市民に向けての募金活動 

は積極的に取り組めておりませんので、また今日 

のお話を参考にさせて頂きたいと思います。 

卓話の方で、詳しい説明もあるかと思いますが、 

概要として私からもお話させて頂きます。 

ポリオ（急性灰白髄炎）は、脊髄性小児麻痺と 

も呼ばれ、ポリオウイルスによって発生する疾病 

です。名前の通り、子ども（特に５歳以下）が罹 

ることが多く、麻痺などを起こすことのある病気 

です。 

 主に感染した人の便（汚染された水）を介して 

移ります。手足の筋肉や呼吸する筋肉等に作用し 

て麻痺を生じることがあります。永続的な後遺症 

を残すことがあり、特に成人では亡くなる確率も 

高いものとなっています。 

ポリオの現状としては、1988年以来、全世界の 

ポリオの症例は99.9％減少しています。 

＜裏ページに続く＞ 



 

 

現在も、ポリオが常在する国はアフガニスタ 

ンとパキスタンの2カ国のみとなっています。 

今年度会長として、「将来に奉仕する」とい 

    うテーマを掲げておりますが、世界の子供達を 

救うため、我々がすぐにできるアクションです 

ので、円安の中で大変心苦しいですが、ポリオ 

の募金も宜しくお願いします。 

 

 

    

●地区ポリオプラス委員会 根岸 君代副委員長

（平塚北ＲＣ）、中村 辰雄委員（相模原南ＲＣ） 

ポリオプラス委員会より卓話に参りました。 

宜しくお願い致します。小崎会長のご厚意に感 

謝申し上げます。 

●小崎会長、大井幹事 

①根岸副委員長様、中村委員様、本日はお越し頂 

 き感謝申し上げます。卓話宜しくお願いします。 

②お祝の皆様、おめでとうございます。 

③今週は情報集会です。沢山のご意見、お待ちし 

 ています。 

●河野 崇会員 

     会社創立記念日祝を戴き、ありがとうございま 

す。早いもので 18年目を迎えることができま 

した。これからも頑張っていきます。 

●中里 和男会員 

①結婚記念日祝を戴き、ありがとうございました。 

②ゲスト卓話の根岸さん、中村さん、ご苦労様です。 

●小野 孝会員 

①根岸さん、中村さん、ご苦労さんです。宜しく 

お願いします。 

②結婚記念日祝の横江さん、中里さん、おめでと

うございます。 

③会社創立記念日祝の河野さん、おめでとうござ

います。 

●田後 隆二会員 

地区ポリオプラス委員会、根岸副委員長、中村 

委員、「ポリオプラスについて」よろしくお願 

いします。 

 

 

 

●川合 貞義会員 

  根岸さん、中村さん、ご苦労様です。本日はよ 

ろしくお願いします。 

●横溝 志華会員 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②地区ポリオプラス委員会の根岸君代副委員長、 

中村辰雄委員、卓話を楽しみにしています。 

●阿部 毅会員 

①「ポリオプラス」卓話の根岸担当副委員長、 

 中村委員、本日は宜しくお願いします。 

➁結婚記念日、会社創立記念日の皆様、おめでと 

うございます。 

●黛 裕治会員 

①今日の月食は見られるでしょうか？ 

②11月結婚記念日祝の横江さん、中里さん、会 

社創立記念日祝の河野さん、おめでとうござい 

ます。 

③本日、ゲスト卓話でお越しの根岸様、中村様、 

よろしくお願い致します。 

●櫻内 康裕会員 

①お祝の皆さん、おめでとうございます。 

②ゲスト卓話の地区ポリオプラス委員会、根岸副 

委員長、中村委員、宜しくお願い致します。 

●冣住 悦子会員 

①地区ポリオプラス委員会の根岸副委員長、中村 

 委員、卓話よろしくお願いします。 

②11月のお祝の皆様、おめでとうございます。 

●伊倉 正光会員 

①ゲスト卓話の根岸様、中村様、よろしくお願い 

 致します。 

②本日お祝の会員皆様、おめでとうございます。 

●阪西 貴子会員 

①地区ポリオプラス委員会の根岸副委員長、中村 

 委員、本日はよろしくお願いします。 

②本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

本日のスマイル額   ２２，０００円 

今年度の累計額   ２７７，０００円 



 

 

＜委員会報告＞   （要約にて） 

〇ロータリー財団委員会      横溝委員長 

11月財団月間にあたり、本日より財団とポリオ 

の寄付金をお願いしております。また、特に小

野会員には多額の寄付をして頂き、ありがとう

ございました。尚、今年度の財団寄付は来年 6 

月末まで、いつでも受付していますので、宜し

くお願いします。 

〇フューチャービジョン委員会  小崎委員長 

先日のアンケート結果を、できるだけ判りやす 

くまとめて、本日配布しております。また情報 

集会の際にも結果を展開していますので、ぜひ 

目を通して下さい。 

〇会員増強委員会         横江委員長 

先週は、豊岡さんがゲストを 1名連れてきて頂 

き、ぜひ、皆様にも 1 人 1 名をお連れ下さい。 

また。今月の増強委員会は21日 18:30～「丸福」 

にて行いますので、ご参加下さい。 

〇藤本会員よりバナー交換について 

     私の事業所が南相馬市にあるため、入会 7年目 

で先月 10月に初めてメイクをして、バナー交 

換をしましたが、有名な馬追い祭りのデザイン 

です。その際に、当クラブバナーの説明を求め 

られて困りました。皆様はご存知でしょうか？ 

その後、事務局で確認して頂き、バナーの由 

     来について、当クラブの故・伊藤 PGのしっかり 

     した説明書きがあります。文章が長いので、回 

覧させて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「福島県南相馬市の野馬追祭りで知り合った、原

町中央 RCの松永雄一さんのお誘いで、メイキャ

ップしてきました。温かく迎え入れていただき感

謝です。楽しい時間をありがとうございました」 

 

 

 

＜バナーに寄せて＞ 

 相模原市の四囲の 

自然の姿、即ち、市 

の南の大空に泰然と 

聳える大山をバック 

に取り入れ、その下 

に鮎で名高い相模川 

の清流をあしらい、 

更に右上空に、相模 

原新戸に古くから伝 

わる日本一の大凧をクローズアップし、手前に市 

の花「あじさい」を添えました。 

 例年、端午の節句に掲げる大凧には、その年の 

夢や願いを託した題目が付けられる習わしをなっ 

ており、畳百畳分の面積一杯に雄渾に書かれた、 

この大凧の「龍」に、人々の願いが込められてい 

るように、我がクラブの隆盛をこれに託すと共に、 

悠久の大自然の中で、太陽になぞらえた燦然と輝 

くロータリーマークの光を浴びながら、年ごとに 

幹が根から叢生する「アジサイ」のように、末永 

く栄えるようにとの願いを込めて、デザインしま 

した。（伊藤 茂） 

 

＜近況スピーチ／田後 隆二会員＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

最近、入札参加資格申請の締切が相次いでいま 

して多忙になっております。申請書類に不備があ 

れば、賠償問題にもなりますので大変です。 

また増強では、こうした会合などで司法書士や 

税理士の方とも会う機会もあるので、声掛けはす 

るようにしております。（概要にて掲載） 

 

 

 



  

 

 

 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①インターアクト国内研修 実施要項について 

     海外研修は今年度も見送ることとしましたが、

第 2670 地区愛媛県にて国内研修を行い、他地

区アクターとの交流を通して活動の理解を深

めることができる機会を設けました。提唱クラ

ブには参加者の経費負担をお願い致します。 

     実施日：12 月 25 日～27 日 訪問地：愛媛県・ 

     今治市 参加生徒枠：原則、各校２名 

 申込締切：11 月 10 日 参加費 1 人 8 万円（自

己負担１０，０００円、地区補助３５，０００円、提唱ク

ラブ３５，０００円） 

②「職業奉仕月間」卓話者派遣について（ご案内） 

 職業奉仕月間である 1月を中心に、卓話者派遣 

を実施します。ご要望がありましたら 12月 2 

     日までに申込下さい。尚、対面による卓話を予

定しておりますが、状況によりリモートまたは、 

     動画配信となる場合もあります。 

 

※年末家族例会（移動例会）のお知らせ： 

12 月 27 日（火）→２３日（金）１８：３０～

「レンブラントホテル町田」（詳細は後日） 

           

１１月１５日卓話「記憶に残る出会いと旅の思い出」 

       担当：阿部 毅会員 

   ２２日夜間例会 １８：３０点鐘「敦煌」 

   ２９日例会取止め 

 

                

 

 

 

 

 

●例会場 中国名采「敦煌」 

   〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1 

       TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

 

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇結婚記念日祝 

・横江 利夫会員 １１月１１日 

・中里 和男会員 １１月１２日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇会社創立記念日祝 

・河野 崇会員 ２００４年１１月１日 

 

 

点 鐘  １２：３０ 

会 場  中国名采「敦煌」 

斉 唱   ロータリーソング「奉仕の理想」 

司 会  冣住 悦子ＳＡＡ 

ソングリーダー 諸隈 武会員 

ゲスト  地区ポリオプラス委員会 

      根岸 君代副委員長（平塚北ＲＣ） 

      中村 辰雄委員（相模原南ＲＣ） 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：諸隈 武 副委員長：豊岡 淳 

 委員：川合 貞義、竹田  繁、黛  裕治 

    阿部  毅、早川 正彦 

 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（対象者１９名） 事前メイク者 

２６名 ２２名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

０名 １００％ (10/25)９５．６５％ 

mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp
http://sagamiharanaka-rc.jp/

