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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「国歌」「奉仕の理想」

●出席報告

●在籍表彰

会員特別表彰

　在籍 35年　坂本憲治会員

　在籍 30年　寺坂哲之会員

会員年次表彰

　在籍42年　山本義治会員

　在籍26年　小山悦治会員

　在籍　6年　小谷逸朗会員

●お誕生日御祝い

　高井榮彌会員（喜寿）

　倉内雅寛会員・村本順三会員・笠井　実会員・

　野村俊隆会員・吉本憲司会員

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事報告」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　　話　　 「私を語る」 

　　　倉内 雅寛 会員 ・ 鍋島 圭太 会員

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

9/11　「共生社会と音楽」　鼓呂雲えりか様

9/18　６０周年　フォーラム

9/25「ローターアクトの意義」

　　　　泉 博朗 パストガバナー（大阪帝塚山RC）

　今日は例会の時間を夜に変更し、ご家族の皆様もお越しいた

だいております。ご家族の方々に本格的な例会を見ていただき

たいと思い、実施しました。12名ものご家族にご出席いただきまし

た。ありがとうございます。

　また金光八尾高校からも顧問の先生、インターアクターの皆様、

ようこそお越しくださいました。

　今日の卓話は、ロータリーが行ってきた世界的な事業であるポ

リオの根絶についてです。東京麹町RCの山田ツネさんという方

がポリオのことを知り、免疫プロジェクトに参加されたのがきっかけ

第2832回　例会　プログラム

国際ロータリー　テーマ

ロータリーは世界をつなぐ  国際ロータリー 会長　マーク・ダニエル・マローニー
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The Pursuit of True Service and Friendship　真実の奉仕と親睦を探求する

会　長　の　時　間
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で、活動が始まりました。日本の１クラブから、世界に広がった活

動です。

　金光八尾高校のインターアクトクラブの皆さんも、バザーの売上

金は本来なら自分たちの活動費などに充当したいところでしょう

が、それをポリオに寄付してくれています。これには心が洗われ

る思いです。

　なお本日は、いつもより少し安いお弁当にさせていただき、そ

の差額をポリオ根絶へ寄付させていただいきたいと考えています。

▼24日、輝の設立式典に会長以下多数の会員で参加しました。

▼24日、地区の職業奉仕委員長会議に小谷・西村会員に

出席いただきました。

▼26日、地区インターアクトの合同会議が開かれ、田中・大

槻・児林会員に参加いただきました。

▼27日、ロータリークラブ・セントラルの説明会に新宮会員他

で出席いただきました。

▼31日、地区青少年奉仕委員長会議に田中会員に参加い

ただきます。

▼本日の卓話テーマを「ポリオ根絶への対応」に訂正します。

▼金光八尾高校・インターアクトクラブ

　　顧問　前田　裕子　様

　本日はお招きいただき、ありがとうございます。また平素は

ご支援をいただいているほか、行事にもお越しいただき、あり

がとうございます。現在、当インターアクトクラブは部員47名

で、昨年より16名増加しました。

　5月23日にはクリーンハイクとしてゴミ拾いやバーベキュー

を行い、交流を深めました。会員の皆さんもご参加いただき、

ありがとうございました。次年度以降も継続する予定ですので、

今後もご参加をお願いいたします。

　また今月はタイでの海外研修に、地区全体でインターアク

ター65名を含む計114名が参加しました。過去最高の参加者

数で、地区全体でもサポートいただきありがとうございました。

　海外研修は次年度、本校がホスト校で、八尾RC様がホスト

クラブとなっています。少し不安もありますが、頑張っていき

たいと思います。これから準備を進めてまいりますので、お世

話になりますが、よろしくお願いいたします。

▼インターアクトクラブ・前川　栞乃　様

　この夏、海外研修に参加しました。印象に残っているのは、

象に乗ったことです。ダンスは苦手ですが、タイのインターア

クターたちとも一緒に踊れました。四天王寺など他の学校と

の交流ができたことも、よかったです。

　これも皆様のご支援があったからです。ありがとうございました。

▼インターアクトクラブ・松田　愛子　様

　今年もチャリティバザーを計画しています。商品をたくさん

提供していただき、ありがとうございます。

　9月14日の文化祭には、ぜひお越しください。バザーの売

上金は全額、ポリオへ寄付させていただきます。

▼青少年奉仕委員会・田中　康正　委員長

　24日にNPO法人「輝」の設立式典が行われました。会長は

じめ多数の会員のご参加をいただき、ありがとうございました。

いよいよ9月2日に開講します。現在約20名が申し込んでいま

す。通信教育がメインなので、全国から問い合わせがきてい

ます。今後もご支援をよろしくお願いいたします。

▼社会奉仕委員会・川田　隆　委員長

　先週ダメゼッタイ、薬物乱用防止への募金ですが、27,323

円集まり、送金しました。ご協力ありがとうございました。

▼クラブ広報委員会・新宮　一誓　委員長

　昨日、ガバナー事務所でロータリークラブ・セントラルの説

明会に会長はじめ計４名で参加しました。ロータリークラブ・

セントラルでは、意義のある情報が得られますので、皆様も

ぜひチャレンジしてみてください。

　当クラブでは現在、63名中45名が登録いただいています。

方法がわからない方には、説明させていただきます。

▼インターアクト委員会・曽家　清弘　委員長

　9月14日に金光八尾高校の文化祭が開催されます。バ

金 光 八 尾 Ｉ Ａ Ｃ 活 動 報 告

そ の 他 の 報 告

幹　事　報　告



ザー用にたくさんの商品をご提供いただき、ありがとうござい

ます。9月11日の例会まで受け付けておりますので、引き続き

ご協力をよろしくお願いいたします。

「ポリオ根絶への対応」

▼ロータリー財団地域コーディネーター補佐（第

3地域）溝畑正信様（大阪アーバンRC）

ロータリー章典（2019年1月）40.040.01.新しいRIプロジェクト

　ポリオプラスプログラムが成功裏に終了するまで、いかなる他の

組織全体のプロジェクトも検討されない（2017年1月理事会会合、

決定87号）と決定されました。

　国際ロータリーは1988年に、世界保健機構（WHO）、UNICEF

(国連児童基金)と米国疾病対策センター（CDC）などと共に世界

ポリオ撲滅推進活動（GPEI,Global Polio Eradication Initiative）を

組織し、その後、ビル&メリンダ・ゲイツ財団が加わりました。ロー

タリーは30年以上にわたって地球上からポリオをなくす活動を継

続しています、

　1988年当時のEradicationという英語に対応する日本語は、撲

滅という言葉でしたが、現在、GPEIを構成する組織では「根絶」を

使っています。時代の変化に合わせて、今後はロータリーでも

「撲滅」という言葉から「根絶」に変えて、ポリオ根絶に向けて一層

の活動を展開しましょう（英語はEradicationのままで変更はありま

せん）。（三木明RI理事、ロータリーの友2019年6月号）

2019-20年度の寄付の目標は

 ・ポリオプラスに1人当たり30ドル

 ・年次基金に1人当たり150ドル

 ・各地区のDDFの20％をポリオプラスへ！

 ・DDFからの寄付にはWFから同額の上乗せがある

 ・各地区がDDFを使い切る！

ポリオ（小児まひ）の歴史

　紀元前1350年ごろのエジプトの壁画にポリオの後遺症らしい人

の絵が残っている。

1905年：スウェーデンの内科医オットー・イヴァー・ヴィックマンが、

ポリオは人から人に感染する病気であり、症状のない人もポリオ

にかかっている可能性があることを指摘。

1908年：ウィーンの2人の医師、カール・ラントシュタイナーとアー

ウィン・ポッパーが、ポリオがウイルス感染による病気であることを

発表。

1916年：ニューヨーク市でポリオの大流行が発生し、2,000以上が

死亡。米国全土でも約6,000人が命を落とし、さらに数千人がま

ひ障害に。

1929年：フィリップ・ドリンカーとハーバード大学のルイスA.ショー

が、ポリオによるまひで呼吸不全となった患者のために「鉄の肺」

と呼ばれる人工呼吸器を発明。

1955年：ジョナス・ソーク博士が開発したワクチ

ンが「安全で効果的である」と宣言される。

1960年：アルバート・セービン博士が開発した

経口ポリオワクチンが米国政府から認可される。

ポリオに関する歴史と根絶活動

1979年：フィリピンの600万人以上の子どものためにポリオワクチン

を購入・輸送するプロジェクトがロータリークラブにより開始される。

1985年：国際ロータリーが、民間による国際的な公共保健イニシ

アチブとしては史上初かつ最大規模となる「ポリオプラス」を開始。

当初の募金目標は1億2000万ドル。

1988年：国際ロータリーと世界保健機関（WHO）が「世界ポリオ根

絶推進活動」（GPEI）を立ち上げる。当時の症例数は、125カ国で

推定35万件以上。

1994年：南北アメリカ大陸からポリオが根絶されたことを発表。

1995年：中国とインドで、保健従事者とボランティアによりわずか1

週間で1億6500万人の子どもにワクチンが投与される。ポリオのな

い国のロータリー会員が世界のポリオ根絶活動を支援するため、

ロータリーが「ポリオプラス・パートナー」プログラムを立ち上げる。

2000年にはポリオを地球上から根絶できる！と考えられていた。

2000年：5億5000万人（世界人口の10分の1近く）という記録的な

数の子どもに経口ポリオワクチンが投与される。オーストラリアか

ら中国にわたる西太平洋地域でのポリオ根絶が宣言される。

2003年：12カ月間のキャンペーンでロータリー財団が1億1900万

ドルの募金に成功。ポリオ根絶へのロータリーからの寄付総額が

5億ドルを超える。常在国の数は6カ国となる（アフガニスタン、エ

ジプト、インド、ニジェール、ナイジェリア、パキスタン）。

2004年：アフリカの23カ国で8000万人の子どもを対象に一斉に

全国予防接種日が実施される。アフリカ大陸で最大規模の一斉

ポリオ予防接種活動となる。

2006年：ポリオ常在国数が4カ国に（アフガニスタン、インド、ナイ

ジェリア、パキスタン）。

2009年：ポリオ根絶に対するロータリーからの寄付総額が約8億ド

ルに。1月、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団が、ロータリーからポリオ根

絶に2億ドルを寄付することを条件に、ロータリーに3億5500万ド

ルの補助金を提供することを発表。その結果、世界ポリオ根絶推

卓　　　話



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 新宮　一誓　　副委員長 ▼ 吉本　憲司
委 　員 ▼ 福田　隆教　　相馬　康人　　竹中　浩人

■ 出席報告

月日

8/7

8/21

8/28

会員数

65

65

65

出席

51

42

45

うち出席規定
適用免除者

17

12

11

メーク
アップ

0

出席率

86.44％

77.78％

84.91％

確定
出席率

86.44％

進活動に合計5億5500万ドルが寄付される。

2011年：ポリオ根絶へのロータリーの寄付総額が10億ドルを超える。

2012年：ロータリーが予定より5カ月以上早く「2億ドルのチャレン

ジ」の募金目標を達成。

2014年：インドで3年間、野生型ポリオウイルスによる新規症例が

確認されなかったため、世界保健機関（WHO）が東南アジア地

域のポリオ根絶を認定。ポリオの症例は1988年以来、99％減少。

2019年8月14日現在、野生型ポリオウイルス（WPV）は、ポリオ常

在国で65症例（パキスタン53、アフガニスタン12、ナイジェリア0）、

非常在国で0症例です。

3分間でできる3つのこと-- みんなの力で世界を変えよう

学ぶ：「ポリオってどんな病気？」「なぜ根絶する必要があるの？」

ポリオという病気について知り、友人との会話の話題にしましょう。

シェアする：「ポリオは根絶されたと思っている日本人は意外と多

いでしょう。しかし、ポリオウイルスは今も世界中で子どもを苦しめ

ています。ポリオ根絶のメッセージを大勢の人に伝えてください。

寄付する：ワクチンの購入と輸送、予防活動に必要な物資など、

すべてのご寄付がポリオ根絶に役立てられます。

2019年6月28、29日のG20宣言（大阪）

「我々はポリオ根絶とエイズ、結核、マラリアの流行を終わらせる

という我々のコミットメントを再確認し、・・・・・」

2023年にポリオが根絶できるように行動！地区のリーダーはイン

フルエンサー

▼溝畑正信様（大阪アーバンRC）　本日、卓話よろしくお願い致

します。

▼笠井会長　ロータリー財団の溝畑正信様、金光八尾高校イン

ターアクトクラブ顧問前田裕子先生、森祥太郎先生、金光八尾

高校インターアクトクラブの皆様、ようこそおいで下さいました。ご

ゆっくりおくつろぎ下さい。ロータリーメンバーのご家族の皆様、

出席ありがとうございます。

▼山本（勝）直前会長　溝畑様、卓話よろしくお願い致します。

▼飯田会長エレクト　中川廣次さん、ありがとうございました。

▼小谷副会長　溝畑様、ようこそおいで下さいました。卓話よろし

くお願いします。

▼吉田幹事　溝畑様、卓話よろしくお願いします。

▼居相・友田会員　良い事が有りました。

▼中西（啓）・小林・大熊・藤田・北野会員　例会欠席お詫び。

▼池尻会員　溝畑様、本日卓話よろしく御願いします。しばらく

振りで楽しみに聞かせて頂きます。

▼中川（將）会員　本日夜間例会、多くの家族の方々の参加頂き

ありがとうございます。

▼中川（廣）会員　良い事が有ります様に。

▼井川会員　溝畑さん、ようこそおいで下さいました。卓話よろし

くお願いします。

▼稲田会員　本日ナイト例会出席ありがとうございます。

▼田中会員　前田先生、森先生、インターアクターの皆様、ようこ

そおいで下さいました。ごゆっくりして下さい。

▼川田会員　溝畑ゾーンコーディネーターようこそおいで下さい

ました。ご指導よろしくお願いします。

▼濵岡会員　本日の例会同伴です。よろしくお願い致しします。

▼新宮会員　少しいい事がありました！！

▼長竹会員　中川廣次先輩、お世話になりました。

▼宮川会員　遅れて申し訳ありません。

▼野村会員　中川廣次さん、昨日はありがとうございました。

▼児林会員　本日、あつかましく2人つれてきました。

▼西村会員　少し涼しくなりましたネ。

▼中西（広）会員　ご心配おかけして申し訳ありませんでした。元

気になりましたので、これからも宜しくお願い致します。誕生内祝い。

▼相馬会員　中西６０周年事業実行委員長、中川廣次副実行委

員長、飯田エレクト、昨日はありがとうございました。

▼曽家会員　前田先生、森先生、生徒の皆様、ようこそお越し下

さいました。

▼鍋島会員　例会欠席お詫び。たくさんのニコニコ有難うござい

ます。

ニ　コ　ニ　コ　箱
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