
■司　　会　副ＳＡＡ　目黒　恵一

■開会点鐘　会　　　長　田川　富男

■出席報告

■本日の欠席者
福村、 嶋崎　

■他クラブ出席者
宋 ( 横浜港北 RC)

■ゲスト
林　　悦さん ( 米山奨学生 )

■ 11 月誕生記念祝

青木　邦弘会員　　　　11.21

安藤　公一会員　　　　11.4
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■会 長 報 告　　　　　　　　　　　　　　　

　10/24 に奉仕プロジェクト社会奉仕委員会

に於いて計画が実施されました。旭区役所で

開催される <ASAHI オンラインフェスティバ

ル 2020> に参加する事になりました。参加内

容は以前からクラブで推進している旭区にゆ

かりのある畠山重忠公を題材にした寸劇をオ

ンラインで発信することとしました。その日、

市川会員の希望が丘幼稚園に委員会の会員が

集まり兵藤会員演出指導の元、宋会員の監督

兼カメラマンが撮影しました。そして幼稚園

の先生方に会場の設定や背景画を描いていた

だきました。音響としては左近山の横浜和太

鼓 < 音や > に演奏していただき、会員 9 名も

鎧兜の武者となり、迫力ある演技となりまし

た。5 分間の放映に４時間近い時間を費やし

ております！

　オンラインの受信できる日時等は社会奉仕

委員会から発表があります。また、YCV 放送

でも動画制作の様子の放映が決定し、公共イ

メージにも繋がり有意義な撮影となりました。

宋会員の監督、撮影、ミキシング本当にご苦

労様でした。後ほど仕上がりをご覧下さい。

本日の出席数　 　22 名

本日の出席率   91.67％

会員数　　　  25 名

修正出席率  　 82.61％



ちとの距離を認識しました。大変貴重な機会

でした。これからも先輩たちを目指して、頑

張りたいと思っています。

　また、私は 2020 年フェリス文芸賞 ( 評論・

エッセイ ) で第三位を取りました。入学して

から、ずっと学校のエッセイや小説創作の活

動に熱心に参加しました。が、この過程の中

でいつも自分の日本語の弱さを痛感していま

す。それにしても、私は諦めずに日本語創作

をチャレンジしてきます。今回の結果は私に

これからも諦めずに創作していくエネルギー

を与えました。これからもよろしくお願いし

ます。

■社会奉仕委員会　　　　  　　　内田　　敏

　先日 10/24 に「ASAHI オンラインフェスティ

バル撮影会」を市川会員の希望が丘幼稚園に

て行いました。参加していただきました会員

の皆様、お疲れ様でした。当日の撮影動画を

本日ご覧いただきます。

　宋さん、よろしくお願い致します。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

田川　富男／社会奉仕委員会の皆さん、オン

ライン寸劇会、ご苦労様でした。畠山重忠公

も喜んでいると思います。

二宮麻理子／先日はお疲れ様でした。

岡田　　隆／新川さん、本日のフォーラム宜

しくお願いします。

市川　慎二／①先日は撮影会お疲れ様でした。

完成楽しみです。宋さん宜しく。②新川さん

の卓話、勉強させて頂きます。

兵藤　哲夫／①「区民まつり」動画撮影会ご
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■ R 財団委員会　　　　　　 　　増田嘉一郎

　今月はロータリー財団月間です。本日は地

区ポリオポラス委員長の新川さんに卓話をお

願いしました。

　寄付についてですが、目標金額が特別寄付

16,000 円とポリオ 4,000 円合わせて 20,000

円をお願いします。

　来年度の確定申告に間に合わせるためには

年内振込が必要となります。今期は例会が少

ないため 12 月 16 日が最終となります。よろ

しくお願いします。

■ 2590 地区 RYLA のお知らせ

■林さん、近況報告
　いつもお世話になっております。

　先月から後期のオンライン授業が始まりま

した。私にとって様々新しい挑戦も来ました。

学校のゼミ発表はともかく、東京大学の院生

授業で発表することもチャレンジしました。

そして、修士や博士の先輩たちから様々な意

見をもらいました。私は自分の不足、先輩た
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苦労様です。市川さん、幼稚園オール提供有

難うです。②新川さん卓話よろしくお願いし

ます。

二宮　　登／先日おこなわれた畠山重忠公の

ビデオ撮り、お疲れ様でした。

安藤　公一／①誕生祝を頂きました。ありが

とうございます。②新川さん、財団フォーラ

ム宜しくお願いします。

北澤　正浩／新川会員の卓話、よろしくお願

い致します。

青木　邦弘／誕生祝を頂きまして。

五十嵐　正／先日の撮影会、皆様お疲れ様で

した。新川さん、卓話よろしくお願いします。

宋　　謹衣／今日の映像を楽しみにして下さ

い。

吉原　則光／体調くずれ欠席で申し訳ござい

ません。好天下の例会で有り難いです。

新川　　尚／本日は財団フォーラムです。宜

しくお願いします。

佐藤　真吾／①畠山重忠公寸劇にご参加いた

だいた皆様、大変お疲れ様でした。とても良

い作品に仕上がっていると思います。②林さ

んようこそ。③新川さん、財団フォーラム宜

しくお願いします。

増田嘉一郎／本日は、ロータリー財団フォー

ラムです。新川さんにポリオについて取り上

げてもらいます。

目黒　恵一／新川さん、卓話よろしくお願い

します。

■卓話
○ポリオの現状について

　　地区ポリオプラス委員会

　　2020-21 年度委員長新川　尚（横浜旭 RC）

※ポリオとは

▷主に５歳未満の幼児が罹患し、小児麻痺と呼

ばれる。感染者の多くは無症状で終わるが、

一部の感染者に終生麻痺が残り、麻痺障害を

治療で治すことは不可能である。

▷ワクチンの効果が絶大であり、ワクチンの接

種により予防することができる。

　広く生ワクチン（OPV- 口からの摂取）の接

種が行われてきたが、希ながらワクチン関連

麻痺が発生することがあるので、最近は、不

活化ワクチン（IPV- 注射による接種）が使わ

れている。

※日本におけるポリオ

▷ 1960 年には北海道を中心に 5,606 名の患者

が発生する大流行。

▷ 1980 年に野生株によるポリオ感染がなくな

り、以後は、OPV（生ワクチン）からしか発症

していない。

▷ 2012 年（平成 24 年）９月から、生ワクチン

の予防接種が中止され、生後３ヶ月から 18 ヶ

月の乳児に対し、不活化ワクチンの定期接種

が行われている（厚生労働省のホームページ）。

※国際ロータリー（RI）の取り組み

▷ RI は 1985 年ロータリー創立 80 周年を期

にポリオ・プラス計画を開始。1988 年、世

界保健機関（WHO）などと共に、世界ポリオ

撲 滅 推 進 計 画（Global Polio Eradication 

Initiative: GPEI）に取り組んできた。

▷ RI は、1995 年の規定審議会において、ポリ

オ撲滅がロータリークラブの第一目標である

と決定した。

※世界ポリオ撲滅推進計画（GPEI）のパートナー

組織

▷世界保健機関（WHO）：GPEI の実施と管理を

担当。

▷米国疾病対策センター（CDC）：疫学者等を起

用し、ポリオの調査を担当。

▷ユニセフ：ポリオワクチンの購入と分配のほ

か、認識向上運動を担当。

▷ビル＆メリンダ・ゲイツ財団：最高額の 19

億ドルを提供。ロータリーが集めたポリオ撲

滅への寄付に 2 倍の額を上乗せする支援も

行っている（My Rotary）

※ポリオの現状（世界）

▷１年間、発症が見られないと常在国リストか

ら外れ、３年間、発症が見られないと根絶（宣

言）。

▷日本 1982 年根絶

▷南北アメリカ 1994 年根絶
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資金が必要。

▷あれほど猛威を振るった天然痘も 1980 年に

根絶された。

※寄付のお願い

▷ GPEI はポリオの根絶のためには、新たに 15

億ドルの資金が必要と試算、ロータリー財団

は、ゲイツ財団と共に今後３年間で４億 5,000

万ドルの資金援助をする予定。

▷昨年度に引き続き、会員１人あたり、30 米

ドル以上の寄付をお願いします。

▷ポリオの撲滅という歴史的偉業に参加出来る

チャンスです。

　会員増強に結びつけてください。

■次週の卓話　

　12/2 ㈬　・年次総会

　　　　　・疾病予防と治療フォーラム

　　　　　　　　　　　　　福村　正会員　

　　　　　　　　  　週報担当　内田　　敏

▷西太平洋 2000 年根絶

▷ヨーロッパ 2002 年根絶

▷インド 2014 年根絶

▷残りはアフガニスタン、パキスタンの 2カ国。

※ポリオの現状

▷パキスタン、アフガニスタンの症例数

2018 年 8 月 23 日 P3、A11 合計 14

2019 年 8 月 22 日 P53、A13 合計 66

2020 年 8 月 26 日 P67、A37 合計 104

▷ 2020 年 1 月 22 日

　ロータリーとビル＆メリンダ・ゲイツ財団

はポリオ根絶に年間 1 億 5 千万ドルを投入す

るための長期パートナーシップを継続するこ

とを発表しました。この提携の下、ロータリー

は今後 3 年間、毎年 5 千万ドルを拠出するこ

とを目標に掲げ、ゲイツ財団がロータリーの

拠出金に対して 2 倍額を上乗せすることとな

ります。

▷ 2020 年 5 月 14 日

　カナダ政府は世界ポリオ根絶推進活動

（GPEI）の最終戦略への支援として、4750 万

カナダドル（約 36 億 5 千万円）を 4 年間にわ

たり毎年拠出することを発表しました。

　また予防接種の普及に取り組む「GAVI ワク

チンアライアンス』への資金提供についても、

次回の増資を待たずに期間を延長しました。

▷ 2020 年 8 月 25 日

　世界保健機関（WHO）は、WHO アフリカ地域

の全 47 カ国において、野生型ポリオウイルス

の伝播が正式に断ち切られたことを発表しま

した。

※ポリオ根絶まであと一歩。

▷紛争や宗教上の理由でワクチン接種が非常に

困難な地域もある。

▷パキスタンでポリオワクチンの接種を行って

いたポリオワーカーが 2015 年９月末までの

20 ヶ月間に 80 人も殺されたという衝撃の報

告もある。

（「ロータリーの友」2016 年 10 月号 15 頁）。

▷しかし，ここで諦めてしまえば根絶はできな

い。根絶できなければ，更に毎年８億ドルの

予予算算配配分分のの実実例例
（（22002200--2211年年度度地地区区補補助助金金のの場場合合））

ＤＧ 申請限度額
ドル（＄） 円レート（¥） 支給金額

127,400 107 13,631,806円

プロジェクト名称 詳細内容 ドル（＄） 円レート（¥） 支給金額

クラブ奉仕 21クラブ 46,400 107 4,964,800円

① 地区奨学生 田中 麻琴（イギリス） 27,000 107 2,889,000円

② 地区奨学生 新倉 梨加（アメリカ） 27,000 107 2,889,000円

新型コロナ感染
医療機関・クラブへフェイ

スシールド配布
25,000 107 2,675,000円

計 125,400 13,417,800円

差額計 管理費（振込など） 2,000 107 214,000円

22001188--1199年年度度ロローータタリリーー財財団団のの支支出出内内訳訳（（全全体体））
事事業業内内容容 拠拠出出金金額額（（㌦㌦）） 構構成成比比率率

ポリオプラス 151、000、000 45.0％
グローバル補助金 87、000、000 25.9％

地区補助金 26,000,000 7.7％
ロータリー平和センター 5,000,000 1.4％

その他の補助金 12,000,000 3.5％
プログラム運営費 20,000,000 5.9％

寄付推進費 19,000,000 5.6％
一般管理・運営費 15,000,000 4.5％

合 計 335,000,000 100％

プログラム補助金 84.0 ％
プログラム補助金と運営費 90.0 ％
一 般 管 理 費 4.5 ％


