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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「八尾ロータリー讃歌」

●ゲストの紹介

　　　大阪西ＲＣ　田 原至 地区常任幹事

●候補者指名委員会　委員候補者の発表

　　　山本（勝）・飯田・吉本・松井・野村・

　　　児林（秀）・大槻・曽家・平尾会員

●出席報告

●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　　

　　　「ロータリーのDEIで育てられた今」

　　　　　地区常任幹事　大阪西ＲＣ　田 原至 様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

11/2　ロータリー財団委員会 平尾 貴英 委員長

　　　　　「ロータリー財団月間によせて」

11/9　（移動例会）　秋の親睦旅行

11/16　日本ウクライナ文化交流協会

　　　　　　　小野　元裕　会長

　　　　　「ウクライナの現状」　（仮題）

11/30　出席委員会　原田 達也 委員長

　先週はビジターとして、越中八尾ＲＣから７名が来訪くだ

さいました。久しぶりに再会して旧交を温めた方もおられ

るのではないでしょうか。また卓話では八尾の歴史と曳山

に関するお話も聞かせていただき、八尾のことをより深く

知る、貴重な機会になりました。夜の歓迎会も含め、越中
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八尾の方々もお喜びいただいたようで、「八尾の皆さんに

よろしくお伝えください」とのことでした。

　なお先週の例会の模様は、越中八尾ＲＣの例会場にも

ライブで配信されていたそうです。ロータリーの例会でも、

今まで考えられなかったようなことができる時代になった

のだな、と改めて驚かされました。

　そして実は今週も、「リモート卓話」という新しい形に挑

戦します。本日の卓話者は現在、この会場にはおられま

せん。遠隔地からZoomでお話を聞かせていただきます。

もしこれがうまくいけば、これからの卓話の可能性が大きく

広がるのではないでしょうか。わざわざ八尾に足を運んで

いただけなくとも、日本全国どこからでも、あるいは海外か

らでも、八尾ＲＣの例会に参加いただけるかもしれませ

ん。これからのプログラム編成の参考にしていただき、「そ

れならこんな人も卓話に呼べるのでは」というアイデアが

あれば、ぜひお寄せください。

　なお本日の卓話につきましては「ポリオ根絶の現状と今

後」ということで、今月24日の世界ポリオデーにちなんで、

プログラム委員会で企画していただきました。相馬委員

長にご苦労いただき、ＷＨＯ（世界保健機関）に飛び込

みで卓話の依頼をしていただき、本日の高島様にお話し

いただけることになりました。相馬会員、クラブへの奉仕

にご尽力いただき、ありがとうございました。

　皆様も最前線で活躍される高島様のお話を聞いて、ポ

リオへの理解を深めていただくと同時に、根絶への思い

を新たにしていただければ、うれしく思います。八尾ＲＣ

会員の皆様にはそれぞれ、毎年＄50、6,000円あまりのご

寄付を、会費とともにご協力いただいております。会員数

を60人とすれば年間で約36万円、八尾ＲＣからポリオ根

絶を支援しているわけです。どうか皆さんも、ご自身がポ

リオ根絶に参加している当事者であるという認識を改めて

お持ちいただき、ポリオの無い世界をイマジンしていただ

ければ幸いです。

　ところで昨日の日経新聞に、ロータリーの全面広告が掲

載されました。ＲＩ会長の写真とともに、今年度のＲＩテーマ

である「イマジンロータリー」や国際ロータリーが推進する

「DEI」について、そしてポリオ根絶への活動やロータリー

財団の取り組み、あるいは日本のロータリーが100年以上

の歴史を持つこと、などが掲載されています。もし見逃し

たという方がおられましたら、またご確認ください。

　そしてここで紹介されているＤＥＩにつきましては、来週

の例会で大阪西ＲＣの田原至会員に卓話をしていただく

予定です。Ｄ（Diversity=多様性）、Ｅ（Equity=公平性）、Ｉ

（Inclusion=包括性）について改めて考える機会になれば

と期待しております。

　またロータリー財団につきましては再来週の11月2日、

財団月間にあわせてロータリー財団委員会の平尾委員

長に卓話をしていただきます。

　そして本日の卓話では、ポリオ根絶について学びます。

　このように卓話を通して、研修も兼ねて、ロータリーのこ

とをさらによく知っていただくとともに、ロータリアンとして

のご自身のあり方についても考えていただけると、うれし

い限りです。

▼21日に1IM第４組の会長幹事会、金輪会が開催

されます。会長・幹事で出席します。

▼赤い羽根共同募金の依頼が来ております。募金

箱を回しますので、ご協力をお願いします。

▼次週より例会場の座席を、スクール形式から従

来の対面式に変更します。

▼ゴルフ部・小谷　逸朗　前副部長

　久しぶりに四輪会が明日、秋津原CCで開催されま

す。お申込みいただいている方は、ご参加をよろしく

お願いいたします。

▼プログラム委員会・相馬　康人　委員長

　本日は、ポリオに関する卓話をしていただきます。そ

の予備知識として、資料を１枚お配りしております。お

目通しください。

　そして今回は、初めてリモートでの卓話を試みます。

接続で不具合が出た場合など、ご容赦ください。

そ の 他 の 報 告

幹　事　報　告



世界ポリオデー記念卓話

「ポリオ根絶の現状と今後」

▼ＷＨＯ西太平洋地域事務局

　　　感染症対策・ワクチン接種部門

　　　　統括医務官　高島　義裕　医師

　本日はこのような機会をいただき、大変うれしく思い

ます。1988年から始まっているポリオ根絶事業には、

ロータリークラブ様のほかWHOやユニセフなどが合同

で取り組んでいます。その中で、ロータリークラブ様に

は大きな支えをいただいています。

　さてポリオウイルスは身体の麻痺を起こすものですが、

感染しても100人のうち１～２人しか発症しません。

1988年には世界125の国で、ポリオが数多く発生して

いました。

　かつては日本でも流行があり、現在の55～65歳の世

代が子どもの頃に、広く流行しました。しかし日本では

そこから感染を急激に減らしていきました。これを見て

世界も、20年後に取り組みを始めたのです。

　私が担当する西太平洋地域でも、経口ワクチンでポ

リオを減らすことできました。そして2000年には、西太

平洋でのポリオの根絶が認定されました。このことには

日本も大きく貢献しています。現在、新型コロナの専

門家として皆さんもよくご存知の、尾身先生が先頭に

立って尽力されたのです。

　アジアでも、1997年のカンボジアを最後に、ポリオが

根絶されました。その後、野生株のポリオウイルスの対

策が進められました。パキスタンから新疆ウイグル自治

区に入り2011年に感染が広まった例などがありますが、

それ以外は2000年以降、西太平洋では発生がありま

せんでした。

　ところが今、やっかいな状況が起こっています。ワク

チン株由来のポリオウイルスによる感染が発生してい

るのです。生ワクチンに含まれるウイルスは、野生株に

近いリスクがあります。これがだんたんと、問題になっ

てきました。例えば中国やモンゴルなどでは、生ワクチ

ンが使われてきた経緯があります。

　2001～12年の間には、ワクチン株由来のポリオウイ

ルスによる症例が、少ないながらも報告されています。

2015～16年には、ラオスで大規模に流行した例もあり

ます。

　私も現地に行くことがあるのですが、少数民族は予

防接種率が低いのが実情です。このため、はしかなど

も流行しやすい状況です。フィリピンでもダバオなどで、

接種率が低い地域が増えていきました。そこから2018

年以降、マレーシアなどにも広がってしまいました。

　いったん広まってしまうと大変で、パプアニューギニ

アでは封じ込めに40億円ほどかかりました。さらに

2019年にはマニラでも出始めたためサーベイランスの

監視を強化すると、ミンダナオ島などで多く見つかりま

した。これがまた厄介で、このあたりは海上生活者が

多い地域です。そこから海を渡って、マレーシアやイ

ンドネシアにまで広がってしまう危険性がありました。

　このためフィリピンとマレーシアで、一斉接種を2019

～20年に行いました。新型コロナの感染が始まってか

らも、現場で接種を継続しました。おかげで2020年を

最後に、ポリオの発生を食い止めている状態です。

　ＷＨＯではポリオに関し、2021～30年の新しい戦略

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 ▼ 谷口　善紀　　副委員長 ▼ 菅野　茂人
委　  員 ▼ 居相・原田・田中（貴）・児林（健）

を作成し、提唱しています。世界では今、２型、３型は

のポリオウイルスはなくなっています。唯一、１型が

残っているだけです。

　私が担当する西太平洋地域では、世界に先駆けて

ワクチン由来のポリオも止めることに成功しています。

これからも世界をリードする存在として、ポリオ根絶に

取り組んでいきたいと思っています。

▼吉本会長　高島義裕様、卓話よろしくお願いいたし

ます。

▼長竹副会長　本日も宜しくお願い致します。

▼稲田幹事　先週は西村さん、お世話になりました。

越中八尾 歓迎会楽しかったです。ありがとうございま

した。

▼中川会員　良い事がありますように。例会欠席お詫

び。

▼山本（勝）会員　特に無しです。

▼宇野・山陰・宮川会員　例会欠席お詫び。

▼飯田会員　ウクライナが早く平和になります様に。

▼田中（正）会員　児林会長エレクト、新宮会員、先日

は大変お世話になりました。西村会員、先日は色々と

手配頂き、ありがとうございました。

▼新宮会員　田中さん、御世話になります！！本日

卓話、高島 義裕様宜しくお願いします。

▼野村会員　よいことがありました。

▼児林（秀）会員　本日、例会欠席致しますがよろしく

御願いします。高島義裕先生、卓話よろしくお願いし

ます。聞きたかったです。残念。

▼西村会員　矢野辞めたあ～！！！スッキリ☆したあ

～～！！！

▼相馬会員　高島先生、本日は卓話よろしくお願いい

たします。

▼曽家会員　先日イルミネーションの件で稲田さん、

お時間とって頂き有難うございました。

▼平尾会員　ゴルフ絶不調です。中川さん、いじめな

いで下さい。

▼佐々木会員　今年の冬はコロナと同時にインフルエ

ンザも流行するかもと言われています。マスク着用を

お忘れなく！！バッチ忘れお詫び。

▼谷口会員　秋晴れの心地良い日ですね。

▼原田会員　みな様に良いことがありますように！

▼竹中会員　先週は多数の会員の方々にお世話に

なりました。出口さん、カニ30匹さばいたので食べて下

さい！

▼浦上会員　高島様、本日卓話楽しみにしております。

■ 出席報告

月日

10/5

10/12

10/19

会員数

62

62

62

出席

49

35

44

うち出席規定
適用免除者

9

7

10

メーク
アップ

0

出席率

90.74％

69.23％

80.00％

確定
出席率

90.74％

ニ　コ　ニ　コ　箱
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