
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今 期 累 計 782,000円 

年 間 予 算 2,000,000円 

達 成 率 39.10％ 

第２６６０地区 
大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目 2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12 時 30 分～1時 30 分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4 階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 
 
 

創立 1967 年 12 月 26 日 
■会長 橋本 正幸 
■幹事 佐藤 多加志 
■会報委員長 森岡 信晶 

◆4つのテスト◆ 
言行はこれに照らしてから 
① 真実かどうか？ 
② みんなに公平か？ 
③ 好意と友情を深めるか？ 
④ みんなのためになるかどうか？ 

DAITO 
ROTARY 

OSAKA JAPAN 

CLUB WEEKLY BULLETIN 

平成 29 年 11 月 21 日  No.2402  H29.11.14 (No.2401 の例会記録) 

 
ロータリー：変化をもたらす 

大東ロータリー会長テーマ 

「 半世紀“2067”への架け橋  
奉仕の継承と変革 」 

◆ 出席報告（11 月 14 日分） 

会員数 39名 出席数 29名 欠席者 6名 

特定免除 4名 その他免除 0名 

出席率 82.86％ 

 

前々回 10月 7日分 

ホームクラブの出席者 30名  83.33％ 

メークアップの結果 35名 

特定免除 3名  その他免除  0名 

欠席者 1名  修正出席率 97.22％ 

後面に記載 

２０１７年～２０１８年度 
国際ロータリーのテーマ 

国際ロータリー会長   イアン Ｈ.Ｓ. ライズリー 

第 2660 地区ガバナー方針 

「 個性を活かし、参加しよう 」 
 

片山 勉 

今週の予定   （11 月 21 日） 
 

 
・11/21 周年 第 11 回実行委員会 例会後～ 
・11/22 第 2 回 大東 RC ゴルフコンペ 

・11/28 周年 第 12 回実行委員会 例会後～ 
・11/29 会長幹事会 午後 3 時～ 
 
・12/2  創立 50 周年式典 受付 3：30～ 
・12/26 特別例会 懇親会 12：30～ 
      

お知らせ 

次週の予定   （11 月 28 日） 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 

「 口腔健康管理の重要性 」 

木田 眞敏 会員 

 

「 洋菓子について 」 

森田 武雄 会員 

 



 

 

 
 

  一雨毎に、寒さが厳しくなって参ります。周

年式典まで２０日を切りました。私も含めて、皆

さん体調管理には十分気を付けて頂きますよう、

願っています。 

 11月 10日小中学生弁論大会がサーティホール

で行われ、地区大会と重なっていましたので、田

川副会長に行っていただきました。ありがとうご

ざいました。会長をさせて頂いてすべての会に出席しようと思っていましたが、こ

れで途切れてしまいました。ご迷惑をお掛けいたしました。 

 11 月 10 日、11 日に地区大会が行われました。参加いただいた会員の皆様、ご苦

労様でした。今年度は、一日目と二日目の会場が異なり、初日は帝国ホテル大阪、

二日目はＮＨＫ大阪ホールでした。 

10 日初日のオープニングは、帝国ホテルで行われ私たちが周年式典を行う会場でし

た。また、ＲＩ会長代理の歓迎晩さん会の会場も祝賀会の会場でした。つい 50 周年

記念式典を連想してしまいました。 

 ガバナーが壇上に上がられ、来賓の皆さんの紹介や地区大会について挨拶をされ

ました。壇上に上がられる仕草やＲＩ会長代理を迎えられる様子を見入って、50 周

年式典に置き換えていました。式典に向けて、徐々にいい緊張感がわいてきました。 

 ＲＩ会長代理の挨拶で参考資料が配られた冊子に、2011～2012 年ＲＩ理事ジョン・

Ｃ・スマージの会員増強について書かれていました。 

 タイトルは、「会員増強は、ＲＩ創立 16 年目で指摘」されている。 

 ロータリーと、それを取り巻く世界は変わり続けています。この 110 年間にロー

タリーは成熟し、環境に順応して、創立当初と全く異なる顔を持つようになりまし

た。ロータリーも世界も、1905 年や 1955 年とは違いますし、2005 年と比べても同

じではありません。 

 このように変化し続ける環境の中で私たちが問うべきことは、ロータリーは既に

全盛期を迎えてしまったのか、いずれその機能を失ってしまう危険をはらんでいる

のか、ということです。と書かれていました。 

 当クラブも 50 年が経過して、一定成熟し環境に慣れて、1967 年と 2017 年は創立

当時の活動理念が同じではないと思います。これまでの 50 年でどのような変化があ

り、これから先どのように変化をすればいいのか。 

 私たちの取り巻く環境は、進化し変化しています。その潮流に乗った上で活動理

念を考えていく事が必要ではないでしょうか。そのために、柔軟に進化する、変化

する環境を作っていく事が、常にクラブの全盛期・ベストを追いかける事ができる

と信じています。

橋本 正幸 会長 
会長の時間 



 

 

                                               

◎ニコニコ箱委員会                   西山 潤一 委員長 

・誕生日 自祝       藤本 和俊 君 

・誕生日 自祝       上田 正義 君 

・誕生日 自祝       空門 満也 君 

・誕生日 自祝       森田 武雄 君 

・結婚記念日 自祝      佐藤 多加志君 

・結婚記念日 自祝      西山 潤一 君 

・結婚記念日 自祝 （10 月）     松原 清一 君 

・地区大会 御出席、弁論大会 御出席、周年実行委員会 御出席、感謝  

橋本 正幸 君 

・地区大会、弁論大会、出席 お疲れ様でした   佐藤 多加志君 

・感謝        大西 寛治 君 

・秋の家族会 欠席お詫び      松原 清一 君 

・小・中学生弁論大会 多数のご参加ありがとうございました 感謝！！  

杉原 巨峰 君 

・地区大会お疲れ様でした      木村 克己 君 

・前回の情報集会欠席 申し訳ございません   森田 武雄 君 

 

 

委員会報告 

 
 

☆今週のお祝い ～11 月 Happy Birthday 結婚記念～☆  

誕生日記念・藤本会員 上田正義会員 空門会員 森田会員 

結婚記念・佐藤会員 西山会員                            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年11月 14日（火）例会終了後、大東ＲＣ創立５０周年 第 10回実行委員会

が開催されました。 

次回の開催予定は、第 11 回 11 月 21 日(火)、第 12 回 11 月 28 日（火）です。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                

 

2017-18 ロータリー財団 ベネファクター認証 授与 

大東ＲＣ創立５０周年 第 10 回実行委員会 開催 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

「 ロータリー財団月間に因んで ～なぜ、いまポリオなのか 」 

 
 
 
 
 
 
 
 

担当 ロータリー財団委員会 藤本 和俊 委員長 
ゲストスピーカー 地区ロータリー財団委員会 ポリオ・プラス小委員会 委員長 

  廣田 亮彦 氏 
第１ ポリオはどんな病気なのか 
１ ポリオについて 
急性灰白髄炎（きゅうせいかいはくずいえん）・いわゆる小児麻痺と呼ばれている疾

患。ポリオウィルスによって人から人へ感染する。（経口感染したウィルスが腸管で

増殖し，便の中に多くのウィルスが排せつされる。これが，さらに感染していく，と

いう経路となる）。 
２ 症状の現れ方 
感染したとしても全て発症するわけではない。典型的なポリオの発症割合は１％以下

といわれている。ほかの多くの感染者は夏風邪のような軽い症状で回復する。ただ，

ポリオが発症した場合，脊髄神経灰白質のうちの前方部分（脊髄神経前角）といわれ

る部分がウィルスに侵される。この部分は，四肢等の筋肉を支配する部分であり，ウ

ィルスに侵されることにより不可逆的な麻痺が発生する。これによって一生ハンディ

キャップを負うことになる。呼吸筋が侵された場合には死に至る可能性がある。 
３ 治療の方法について 
ポリオは治療方法が存在しない。発症後は対処療法，リハビリテーションといった方

法により対応するしかない。従って，ポリオによる障害を抑えるためには予防しか方

法がない。すなわち，ワクチン接種によち免疫抗体を受動的に獲得する必要がある。 
 
第２ ロータリーポリオ撲滅活動の歴史 
① ３H 補助金の 3H は、Health、

Hunger、Humanity （保健、飢餓追

放お よび人間性尊重）を意味する。 
② 1979 年当時、フィリピンは周辺諸

国 32 カ国の全ポリオの感染 45％、ポ

リオによる死亡率は75％を占めていた。 
③ チャレンジ補助金とはロータリー

が集めた 1 億ドルに対し、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団が同額 1 億ドルの補助金

先週の卓話 



 

 

を上乗せするもの。その 2 年後、ゲイツ財団は、ロータリーが追加 2 億ドルを集

めることを条件に、2 億 5,500 万ドルをロータリーに授与することを発表。 
④ GPEI とは「世界ポリオ撲滅推進計画 Global Polio Eradication  Initiative」 の

ことで、ロータリー、世界保健機関（WHO）、米国疾病対策センター（CDC）、

ユニセフで構成され、これらの団体が協力してポリオ撲滅活動に当たっていまし

た。その後、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団を含む他団体や各国政府が加わった。

それぞれ以下のような役割を担っている。 
世界保健機関（WHO）:戦略，ユニセフ：予防接種，米国疾病対策 センター（CDC）:
ウィルス対策，ロータリー：アドボカシー活動（政府関係者への働きかけや認識

向上）と募金活動，その他：ゲイツ財団、各国政府など 
 
第３ 日本におけるポリオ撲滅活動の歴史 
 
 
 
 
 
 
第４ 国際ロータリーのコミットメント   
ポリオプラスは、国際ロータリーの特別プログラムであり、撲滅の認定が達成される

までは、ほかのすべてのプログラムに対して優先される （ロータリー章典 40.010.） 
 
第５ ロータリー財団のコミットメント  
世界からポリオ撲滅が判断できるまで、RI とロータリー財団の第１の目標としなけ

ればならないことを確認した（ロータリー財団章典 12.030.） 
 
第６ ポリオプラスの意味 
子供が感染しやすく致死率が高い感染症（はしか・ジフテリア・結核・百日咳・破傷

風）にポリオが加わった（プラスされた）ポリオ撲滅の取り組みにより築かれたイン

フラやファンドレイジングとアドボカシーのノウハウ（遺産）を他の疾病対策に生か

していくことも意味する。 
 
第７ ポリオ撲滅宣言とは 
   ３年間野生株でのポリオ発症０が証明される。 
       ↓ 

   ＷＨＯが根絶宣言 
       ↓ 

   これにより世界中でポリオの予防接種が終了となる。 
 
第８ ポリオ常在国 
   多くの国でポリオ撲滅が実現した。ポリオ発症数が９９．９％減少した。 
   現在，常在国は，アフガニスタン，パキスタン，ナイジェリアの３国のみとなっている。 
 
第９ ポリオは撲滅できるのか，撲滅に向けた課題とは 
   根絶できる根拠   ①ポリオウィルスは人体にしか感染しない 
             ②ウィルスが変異しない 



 

 

              ③有効な予防法がある 
              ④水中で増殖できない  
   撲滅のための課題   ①政治的不安（テロや紛争） 

           ②不活化ワクチンへの変更 
           ③資金の調達  

第１０ ポリオ予防における生ワクチンの弊害，不活化ワクチンへの変更 
ポリオ撲滅にワクチン投与が有効である。しかし，生ワクチン（ポリオの病原性を弱

めたワクチン）には以下の通り弊害がある。 
ポリオウィルスの病原性を弱めた経口（生）ワクチンは、免疫を高める効果があるが、

ウィルスが子供の腸内で増殖し排泄されると、衛生環境が乏しく予防接種を受けていな

い地域では他の子供が感染する可能性がある。ウィルスは長期にわたって（12 ヶ月以上）

伝播すると麻痺をひきおこす強力なウィルス株に変異する可能性もある。従って，野

生株が撲滅されれば、世界中の全ての生ワクチンは破棄されることになっている。 
 
第１１ ポリオ撲滅の最大の課題は費用確保 
１ 不活化ワクチンへの変更 
未だポリオが完全に撲滅されていない状況下においては，ポリオ撲滅国であっても，

ポリオ感染のリスクは残る。従って，ポリオ撲滅のためには，不断の予防活動が今後

も必要となる。 
日本の場合、昨年生まれた約 97 万 7 千人に 4 回接種をすると 176 億円 余りのワク

チン代が必要になる。今年のワクチン由来の発症は 21 例あった。これを防ぐために

は、不活化ワクチンが必要である。しかし，不活化ワクチンは生ワクチンより値段が

高く，接種には医療専門家の力が必要であり，継続的な予防活動を行っていくために

はさらなる費用の確保が求められる。 
 
２ 途上国における予防接種活動の困難さ 
発展途上地域へのワクチンの運搬は、たやすい仕事ではない。製造工場 から出荷さ

れ、子どもの口に入るまで、ワクチンを 2 ~ 8°C に保たなければならない(- 15 ~ 
25°C で冷凍保存できるものもある)。2 ~ 3°C の温度の変化で運搬中のものがすべ

て台無しになり、子どもをポリオから守る効力を失ってしまうからである。 
さらに，予防接種活動にはそれに伴う様々な費用が発生するが，発展途上国において

は活動の困難さに伴う多額の費用が必要となる。 
例えば、アフガニスタンの予防接種キャンペーンには、予防接種員 57,000 人、車 3,100
台、社会活動家 3,400 名にかかる費用がかかった。ニジェールでは、ボート 17 隻、

荷車 1,150 台、車 1,071 台、オートバイ 1,530 台の費用に補助金が充当された。ソマ

リアでは、4001 以上の詳細計画ワークショップ、13,800 人以上の予防接種員と放送

員の研修、1,700 台の車に資金が提供された。 
 
３ 最後に 
このように，ポリオを完全に撲滅するために，ポリオ常在国のみならず，発展途上国

を含む世界全体で不断の予防活動を行っていかなければならない。従って，９９．９％

症例を減少させた中においてもそのための費用確保は大きな課題となっている。つい

ては，各クラブ一人当たり５０ドルの寄付という地区目標をぜひ達成していただきた

く，お願いする次第である。 


