
 

 

 

 

 

 

 

 

平和と紛争予防月間        １６３８回例会 ２月１４日 NO.1628 

 

 

国歌 「君が代」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

■出席報告       （会員 43名内出席免除 ８名） 

会員数 出席者 出席率 1月 24 日修正出席率 

43（37） 24（5） 78.38％ 83.78％ 

WEBでの参加者 ５名 出席者の（）は WEB参加者 

例会出席者合計    ２７名 

ソングリーダー  永井会員 

 

■山本会長報告 

 

第 8回理事会報告 

審議事項 

・２０２２年３月２日・３日地区大会延期に伴う例会変更

について  予定通り 2月 28日を振替とする 

協議事項 

・オープン例会について 

・２０２２年３月２６日北分区上野駅前献血活動につい

て。 

・奏楽堂コンサートについて 

報告・連絡事項 

・山下会員 ２０２２－２０２３年度地区公共イメージ向

上委員会ポリオデー担当委員辞退の件 

・本日の例会卓話は講師のご都合により、ＺＯＯＭを利

用したリモート卓話に変更いたします。（紹介者中島会

員より） 

■幹事報告  ＲＩ関係   

・3月 2日・3日に開催予定でした地区大会は 5月 31

日（火）に延期となりました。詳細がわかりましたらご案

内いたします。2月 28日（月）の例会は地区大会の振

替ですので、上野精養軒での例会はありません。 

・Ｒ財団寄付金領収書が届いております。メールボック

スに入れてあります。お持ちください。 

・ロータリー手帳のご予約をお受けしております。事務

局までお知らせください。詳しくは掲示板をご覧くださ

い。 

・3/26（土）～3/27（日）全国ローターアクト研修会〔オン

ライン開催〕の案内が届いております。ローターアクト

にご興味のあるロータリアンどなたでも登録可能です

ので、参加希望の方は事務局までお願いします。詳し

くは掲示板をご覧ください。 

・2022年 2月のロータリーレートは１ドル 115円です。 

他クラブ関係  

・他クラブの例会変更は掲示板をご覧下さい。 

上野クラブ関係   

・次週 2月 14日は会員増強のための「オープン例会」

を開催します。新入会候補者 20名が来会される予定

です。卓話は元 NHK解説委員の山本浩様より「残る

遺産 受け継ぐレガシー」の演題でお話頂きます。 
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前回の例会報告２月７日 第 1637回例会 

 



・東京上野ローターアクトクラブ 2月第一例会 「航空エ

ンジン例会」のご案内が届いております。日時：2022年

2月 12日(土) 10:30〜11:45 (登録開始 10:15)  

会場：下谷神社(東京都台東区東上野 3-29-8) 詳しく

は掲示板をご覧ください。 

委員会関係  特になし 

誕生日 30秒スピーチ  日置会員  ２月８日 

 

私の 2月 8日の誕生日が中澤会員の結婚記念日と同

じです。とっても光栄です。短いですが、今後ともよろし

くお願いいたします。 

■ＳＡＡ報告 ニコニコ BOX 

山本会員 川松様、卓話よろしくお願いします。前回は

コロナに感染したと思い込みお騒がせしま

した。 

中島会員 本日は卓話にポリオプラス委員会の川松

様をお迎えして。本日は初の試みである

ZOOM卓話です。 

木村会員 誕生日の祝いありがとう。 

☆本日の卓話を楽しみにしております。 

髙野会員・中澤会員・中村会員 

 （本日の合計金額   30,000円） 

（本日までの累計 1,433,000円） 

■第 5回クラブフォーラム 

＜国際奉仕＞ポリオ卓話「END POLIO NOW」 

―気づきと実行― 

ロータリー財団 2021-2022 ポリオプラス委員長 

川松 保夫氏    （WEB 卓話） 

 
本日はポリオプラスの卓話のお時間を頂戴し、誠に

有難うございます。 

冒頭で皆さんにお答えいただいた３つの質問は、人

間が如何に誤解や固定観念に囚われやすいかをお示

しするためのものでした。ポリオに関する固定観念とは

何でしょう？それは良く聞くフレーズ、「ポリオってもう根

絶したんじゃないの？」に象徴されていると考えます。

でもそれには理由が有ります。以下では、「日本のおけ

るポリオの難しさ」を皆さんにご説明したいと思います。

まずご説明したいのは、日本においてはポリオ患者の

姿を見ることが殆どなく、かつその昔は「小児麻痺」と

いう名称が使われていたこと、「ポリオ」という呼称は比

較的新しいもので、特に日本には馴染みのないポリオ

というものと戦う、しかも主たる戦場はアフガニスタンと

パキスタンという遠い国、これでは根絶したのではない

かという誤解が蔓延るのも無理はないと思います。 

次にご説明したいのは、ポリオという疾病の特徴で

もありますが、保菌者がいても発症者は極めて少ない

ということです。１人の発症者がいたら 1000人の保菌

者がいると言われています。更には 2000年にポリオ

根絶を宣言した日本においても、幼児に対する 4種混

合ワクチンのうち 1つは依然としてポリオなのです。発

症者がいなくても保菌者がいる、海外から渡航してくる

人達の中に保菌者がいる可能性が高いのです。 

また根絶してなお 10年単位でワクチン接種が必要

であるというのも、ポリオの難しさです。世界に冠たる

経済大国となり、世界に誇る衛生環境を誇る日本にお

いてすら、根絶宣言後、20年以上にわたってワクチン

接種が続けられています。ましてや、貧困層の個人住

 

２月  ３日 木村会員  

４日 捧 会員 渡邉会員 

６日 三輪会員  ８日 日置会員 

１４日 今村会員  １９日 瀬古会員 

３月  ３日 尾中会員 

２月  8日 中澤会員  14日 常盤会員 

３月  8日 長岡会員  １６日 今村会員 

    ２７日 齋藤会員 



宅にトイレがなく、未だに線路脇がトイレとして使われ

ているインドでワクチン接種を止めるわけにはいかな

いのです。今や地理的には遠い国での戦いとなったポ

リオ根絶と世界のロータリアンは戦っているのです。                    

お示しした表は 1985年にロータリークラブがポリオ根

絶活動を始めて以来、拠出された金額の累計額です。

アフリカ地区に 872億円、中近東に 597億円、アジア

地区に 199億円と 30年以上の累計額とはいえ驚異的

な数字だと私には思えます。しかもパキスタン、アフガ

ニスタン以外は根絶を宣言済の国々です。これだけの

資金が自然由来のポリオ感染拡大防止の為に費やさ

れているのです。それを担っているのは主にロータリー

とメリンダ＆ビル・ゲイツ財団です。たった 2つの機関

が主にこれを担っています。この活動を止めて自然由

来のポリオ感染を再び許すと、年間 2000～2500億の

資金が必要になると国際ロータリーは推計していま

す。過去 30年以上の累計額を超える金額が 1年で必

要になるというのです。これが非常に大事な点と考え

ています。毎年、安定的にロータリーが資金を拠出して

ポリオの再感染を食い止めている、それを止めると発

生しうる社会的なコストが莫大である。これこそが、今

後もポリオプラスの為の募金及び活動を続けていく今

日的な意味合いであると考えています。  

本日のお話しを纏めて表現しますと「気づきと実行」

だと思っています。つまり、ロータリーがポリオ根絶活

動を続けていく今日的な意味に正しく「気づいて」いた

だき、その気付きに基づいて正しい行動、つまり根絶

活動と募金を実行、継続していただくことが本日のお話

しの要旨となります。皆様の引き続きのご理解とご協

力を宜しくお願いいたします。ご清聴ありがとうござい

ました。 

■例会風景 

ZOOM参加者 阿部会員・江口会員・加藤会員・冨坂

和弥会員・種子田会員 

 

卓話風景 

 

 

 

次回の例会 ３月７日（月） 

第６回クラブ協議会 

 

東京上野ローターアクトクラブ２月第二例会 

「世界の仕事を覗いてみよう！」 

第三弾～ハンガリーから世界へ～国際奉仕委

員会企画例会 

本例会では、ピアニストの山本絵理様に卓話をして

いただきます。山本様は、2010-2011年度の青少

年交換派遣学生としてハンガリーに留学、その後ハ

ンガリーとイギリスにおいてクラシックピアノを学び、

卒業後はロンドンを拠点に演奏活動をしています。 

■日時：2022年 2月 21日（月）19:30～21:00 

■会場：下谷神社 

■登録締切：2022年 2月 20日（日） 

 

■登録先：東京上野 RAC幹事 奥島菜穂

（tokyo.uenorac2580@gmail.com） 

本日の例会 ２月１４日（月） 

オープン例会 

卓話「残る遺産 受け継ぐレガシー」 

元 NHK解説委員 山本 浩氏 

（紹介者 日置 忍会員） 


