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第１６８５回例会

三条北ロータリークラブ週報
「イマジン

ロータリー」

「 再 生 ・ 新 生 ・ 共 生 ｣
三 条 北 R C ： 松 山 浩 仁 会 長 「service & enjoy 進化するロータリー！」
会長：松山浩仁
●例会日：火曜日

幹事：武田恒夫

１２：３０～１３：３０

ＳＡＡ：齋藤孝之輔

●例会場：三条ロイヤルホテル

℡ 0256-34-8111

会長挨拶：松山浩仁 会長

◆本日の行事：
「ロータリー財団月間」

こんにちは。
今日から久しぶりに円卓に戻
◆先々回の出席率：５４名中４２名 77.78％
させていただきました。やはり
（前年同期 82.46％）
こうやって向かい合って食事す
◆本日のゲスト
るのは親睦が深められていいで
すね。
第 2560 地区ロータリー財団委員会
さて今日は第 2560 地区財団
寄付・資金・ポリオプラス委員長
委員会 寄付・資金・ポリオプラス委員会委員長の
髙坂光一様（高田 RC）
髙坂様、ようこそお越しいただきありがとうござい
◆本日のビジター
ます、後ほど卓話よろしくお願いいたします。また
第 2560 地区米山記念奨学委員長
米山記念奨学委員会の渡邊委員長、地区財団副委員
渡邊嘉子様（新津中央 RC）
長の野崎様ようこそお越し下さいました、ありがと
うございます。
第 2560 地区ロータリー財団副委員長
先週は今年度初の夜例会と言う事で親睦委員会
野崎喜一郎様（三条 RC）
の方々ありがとうございました。これから厳しい季
◆先週のメークアップ(敬称略)：
節を迎える新潟にあって暫し南国の雰囲気を味わ
11/7 地区研修・協議会実行委員会
ったハワイアンで心癒され、アトラクションの利き
石川友意、石川勝行、石川一昭
水大会ではアルプスの天然水やエビアンなど名だ
外山裕一
たるミネラルウォーターを差し置いて如何に三条
＊本日の配布書類等
の水道水が美味しいかつくづく感じさせられまし
た。本当に楽しいひと時を企画して頂きありがとう
・ガバナー月信 11 月号（閲覧）
ございました。
・ロータリーの友 11 月号
最後に今日は 440 年ぶりの天体ショーが観られ
・週報 No.1683. 1684
るかもしれないと言う事です。6 時頃から部分食が
始まり 8 時前後に最大の皆既食になるという事で
す。今はこんな天候ですがこれから回復するようなので時間のある方は東の空を見上げてお月様を観察
してみて下さい。
◆本

日 の 出 席：５４名中２９名

幹事報告：武田恒夫 幹事
・村上 RC より、｢グレートジャーニー講演会のご案内｣
日時：11 月 23 日(水・祝)13：00 開演 会場：村上市民ふれあいセンター
・三条ＲＡＣ50 周年記念事業「50km 清掃活動(延長 1 回目)のご案内」
日時：11 月 20 日(日)8：00～9：00 7：30 受付
集合：ひめさゆりパーク(三条市下大浦)
※ ご参加いただける方は事務局へご連絡ください。
事務局：三条市本町 3-5-25 三条ロイヤルホテル内
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TEL 0256-35-7160 / FAX 0256-35-7488
ＨＰ：http://www.sanjo-nrc.org

第 5 回 役員理事会議事 録
開催日時 令和 4 年 11 月 8 日（火）11：30～12：30
開催場所 三条ロイヤルホテル
出席数 １６名（委任状 ３名）/１６名
松山浩仁、森 宏、高橋研一、高橋研一、武田恒夫、金子太一郎、齋藤孝之輔
出席者
石川一昭、渋谷義徳、佐藤義英、大橋桂子、外山裕一、花井知之、宮川雄一郎
石丸 進、渡辺 徹、羽賀一真
協議事項
協議結果
1. 指名委員会報告
未決定のため後日報告
2. 新潟県フードバンク連絡協議会
スマイル BOX 会計より 50 万円支援
｢あしながサンタ X’mas プロジェクト｣支援について メディアによる広報
日程は 12 月初旬を予定
3. 夜例会の決算案
4. その他
例会の会場形式を円卓により開催

承認
承認

承認
承認

ご挨拶
第 2560 地区

米山記念奨学委員長

渡邊嘉子様（新津中央 RC）

三条北ロータリークラブの皆様こんにちは。今年度米山記念奨学委員長を仰せつかっ
ております渡邊嘉子と申します。
2021 年度より米山奨学生のサボー ペーテル君の世話クラブとカウンセラーをお引
き受けいただいております事を感謝申し上げます。ありがとうございます。コロナ禍の
中でペーテル君の来日が 1 年遅れとなり三条北ロータリークラブの皆様また石黒カウ
ンセラーさんには大変ご迷惑をおかけいたしました 。来日後は温かく受け入れ交流い
ただき心より感謝を申し上げます。そして過去に遡りまして、世話クラブを 9 回お引き受け頂いており
ますことを重ねて感謝申し上げます。今後とも米山記念奨学事業にご理解とご協力をよろしくお願いい
たします。
また次年度米山ガバナー年度になりますが、引き続き米山委員長として微力ながら米山ガバナーを支
えていけたらと思っております。次年度もよろしくお願いいたします。本日は例会の貴重なお時間をい
ただきましてありがとうございました。

ロータリー財団 BOX
１１月

８日現在累計

１７１，０００円

「ロータリー財団月間」のため、ポリオ・プラスＢＯＸを回しご協力いただきました

米 山 奨 学

BOX
１１月

８日現在累計

１２９，０００円

米山 忠俊 君 渡 邊 嘉 子 地 区 米 山 記 念 奨 学 委 員 長 さんご来 訪 に感 謝 。
ペーテル君 頑 張 っていますよ。安 心 して!!
次 年 度 も米 山 記 念 奨 学 委 員 長 受 けて頂 きまして有 り難 うございました。宜 しく。
石黒 隆夫 君 米山記念奨学委員長渡邊様、本日は三条北ロータリークラブへようこそ。
先日の交流会では大変お世話になりました。
松山 浩仁 君 米山奨学委員長の渡邊様、今日はようこそお越し下さいました。
星野 義男 君 久しぶりに米山奨学会に協力します。
大野 新吉 君 昨日と一昨日は錦秋の良き観光日和り、一夜明けると冬の到来を思わせる寒さ、本日
のロータリー財団月間に寄せての卓話、宜しくお願いします。
渕岡 茂 君 髙坂さん本日はありがとうございます。米山ＢＯＸ協力ありがとうございます。
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ス マ イ ル

B O X
１１月

８日現在累計

３６０，０００円

髙坂光一 地区寄付・資金・ポリオプラス委員長
本日はポリオの話をさせていただく機会を与えて下さりありがとう
ございます。
渡邊嘉子 地区米山記念奨学委員長
本日は例会の貴重なお時間をいただきましてありがとうございました。
石黒カウンセラー様はじめクラブの皆様から米山奨学生のペーテル君を
よろしくお願いいたします。
野崎喜一郎 地区ロータリー財団副委員長
11 月は財団月間です。財団の活動を理解して下さい。
石川 友意 君 髙坂委員長の卓話に感謝して!!
渡邊米山記念奨学委員長、野崎ロータリー財団副委員長を歓迎して!!
松山 浩仁 君 本日は財団から髙坂委員長、野崎副委員長、ようこそお越しいただきました。
また、髙坂委員長、今日は卓話よろしくお願いします。
米山 忠俊 君 髙坂地区ポリオプラス委員長さん、10 月 29 日のラジオ聞きましたよ!!
10 月ポリオデー宮崎陽市郎ガバナーエレクトのポリオ根絶キャンペーンの支援協力大変
ご苦労様でした。感謝です。今日は卓話楽しみにしていました。宜しくお願いします。
石黒 隆夫 君 ポリオプラス委員長 髙坂光一様、本日はようこそ三条北ロータリークラブへ。ご指導
よろしくお願い致します。ロータリー財団副委員長野崎喜一郎様、ようこそ三条北ロ
ータリークラブへ。いつもお世話になっております。
金子太一郎 君 本日、髙坂様、渡邊様、野崎様、よろしくお願いします。
齋藤孝之輔 君 寄付・資金・ポリオプラス委員長 髙坂様、本日はよろしくお願い致します。
外山 裕一 君 ＢＯＸ協力。
佐藤 義英 君 髙坂様、渡邊様、野崎様、今日は大変御苦労様です。ＢＯＸ協力!!
羽賀 一真 君 今夜は皆既月食ですが、天気が心配です。
。。
石川 一昭 君 ＢＯＸ協力します。
渕岡 茂 君 ロータリー財団 髙坂ポリオプラス委員長、宜しくお願いします。
森
宏
君 ｢ロータリー財団月間｣髙坂様、渡邊様、野崎様を歓迎して。
武田 恒夫 君 本日は宜しくお願いします。
田中耕太郎 君 ＢＯＸ協力です。
野崎 喜嗣 君 先日の夜例会お疲れ様でした。次回のクリスマス例会もよろしくお願い致します。

本日の行事 ： 外部卓話
講師紹介

石川友意 ロータリー財団委員長

本日の講師であります髙坂委員長を紹介させて頂きます。
高田ロータリークラブからお越しいただきました。
実は髙橋年度地区協議会のロータ
END POLIO Cycling Challenge 2750
リー財団のセッション を YouTube
RID２７５０ガバナーエレクト 宮崎陽市郎君
で勉強させていただき、髙坂委員長
のポリオプラスのお話をお聞きしまして、絶対に財団
月間の卓話には髙坂委員長 にお越し願おうとその時
決めておりました。今日こうしてお越しいただいて大
変ありがとうございます。
いつもは財団の BOX ですが、今月だけポリオプラス
の BOX を用意させていただこうと思います。今日は皆
さんに BOX をお回しいたします。来週からはいつもの
財団テーブルにポリオプラス BOX を置いておきます
ので、是非皆さんにまた一言書いていただいてご寄付
10/1 北海道宗谷岬 ⇒ 10/23 鹿児島佐多岬
をよろしくお願いいたします。それでは髙坂委員長よ
新潟県内通過は 10/9～10/11
ろしくお願いします。
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ロータリー財団とポリオプラス
インド、パキスタンでの投与活動から得たこと
第 2560 地区ロータリー財団委員会 寄付・資金・ポリオプラス委員長
髙坂 光一 様（高田 RC）
今年度 寄付・資金・ポリオ
プラス委員長を仰せつかって
おります髙坂と申します。所属は高田 RC でござい
ます。まず、三条北 RC の皆さまにおかれましては、
毎年地区目標に対して深いご理解ご協力をいただ
いております。昨年度につきましても年次寄付で
はお一人 243 ﾄﾞﾙ以上、ポリオプラスでは 45 ﾄﾞﾙ以
上と、いずれにしましても地区目標を大きく超え
る皆さまの善意をお預かりいたしました。今年度
以降もぜひご理解ご協力の程お願いいたします。
はじめに
・財団の寄付活動は、ロータリー活動を資金面で
支える大切な活動です。
・寄付活動は各クラブの会員お一人お一人が主役です。
・寄付は、その主旨をご理解いただき、賛同し共感
を持つことから始まります。
2022-2023 年度 地区寄付目標
ドル目標については円安の為ご迷惑おかけしますが、
ご理解ください。
・年次基金
1 人 150 ドル/年
・恒久基金
ベネファクター10 名以上
・ポリオプラス 1 人 30 ﾄﾞﾙ/年
（使途指定寄付）
ポリオ根絶はロータリーの最優先目標
・ロータリーは、ポリオ根絶計画をロータリーの
最優先事項と位置づけています。
・地球上からポリオを根絶させることは、ロータリ
ーが世界中の子供達と交わした大切な約束です。
・ポリオ根絶には、なによりも世界中で生まれる
子供全員に一定のワクチン接種（投与）が必要
となり、そのためには多くの労力と多額の費用
が必要になります。
・根絶が達成できれば、ワクチン接種（投与）の必
要がなくなり、労力と費用を他に振り替えるこ
とが期待できます。
ポリオという病気
ポリオウイルスによる感染症で、特に５歳未満
の子供が感染する確率の高い病気です。ポリオに
感染すると、神経系が侵され手足に麻痺や変形が
出ることがあります。また、最悪呼吸不能となり死
亡することもある恐ろしい病気です。

主な感染ルートは糞便の混ざった汚水です。現在
も治療薬は存在せず、発症後は対症療法のみです。
ポリオワクチンによる予防は可能です
ポリオ生ワクチン 1 回 2～3 滴（約 20 セント）
、
概ね生後 3 か月から 1 歳半までに最低、1 人 3 回
投与が必要となり、1 人にかかる費用は約 60 セン
トです。
ポリオプラス・プログラム
1985 年に、ロータリーはポリオ根絶を組織の最
優先目標に掲げ、ポリオプラス・プログラムを開
始しました。
ポリオはロータリーが、世界ポリオ根絶推進活
動のパートナー団体（WHO、CDC,UNICEF、ビル＆メ
リンダ・ゲイツ財団 等）との協力を開始した 1988
年には、125 カ国で 35 万件以上の新規発症が確認
されていましたが、以来、約 30 億人の子どもに ポ
リオの予防接種を行い、発症数 99.9％の減少に成
功しました。
尚、2019 年までに、ロータリーはポリオ根絶活
動に 20 億ドル以上の資金 （ビル＆メリンダ・ゲ
イツ財団からの上乗せを含む）を投入しています。
ポリオ根絶宣言がされるまで、世界中で生まれる
すべての子供たちへの予防接種は必要です
ポリオの根絶宣言
3 年間の野生株でのポリオの発症 0 が証明され、
WHO（世界保健機関）が根絶宣言をして世界中でポ
リオの予防接種が終了します。
地球上からポリオウイルス根絶されたことが宣
言されるまで、すべての国や地域で予防接種を続
けなければなりません！
例）2014 年にはエジプトで生ワクチンを飲んだ子
供が日本帰国後下痢で受診
⇒便の中にポリオウイルスが認められた。
→ワクチン型ポリオの伝播のリスク
日本国内のポリオ根絶活動
日本では、第二次世界大戦後の栄養不良や水道
の普及が遅れていた時代にポリオが繰り返し流行
していました。1951 年以降やや下火になったもの
の、1960 年には再び全国で 5,606 人ものポリオ発
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症報告があり、北海道や九州を中心に全国的なパ
ニック状態が起こりました。
当時も、海外製ワクチンの輸入がされていまし
たが需要に追いつかず、国産ワクチンも検定に通
らない等、流行を終息させるには程遠い状態をう
け、日本政府は 1961 年にソ連・カナダから生ワク
チンを緊急輸入し集団接種を開始、加えて 1964 年
からは国産生ワクチンによる定期接種も進んだこ
とで症例は激減し、野生株ポリオ発症は 1980 年以
降認められていません。
しかし、2012 年 9 月に現在の不活化ワクチン接
種に切り替わるまで続いた生ワクチン投与による
ワクチン由来型ポリオの発症は 2007 年まで認め
られました。

て、周りを小銃に囲まれての異様な光景でした。
インドのデリーにあるポリオ病棟を持つ唯一の
病院では、白衣の方がマッシュー先生ですが、決
して素晴らしい施設ではありません。日本で言う
と数十年前くらいの光景です。そこへ患者さんは
遠くから来ます。1 つしかありませんので、1000 ㌔
くらい離れたところから 1 ケ月くらいかけて来る
ほどです。ロータリーのグローバル補助金の利用
でしょうか、それによ
ってできましたとい
うプレートを見つけ
ました。ロータリーは
こういった形で貢献
しています。これも皆
様のお一人お一人の
寄付のお陰です。

インド・パキスタンワクチン投与活動
インドの課題 ： 国の関心低下・環境汚染
パキスタンの課題 ： テロ･イスラムの壁・水質改善･格差
我が国のポリオに関しては、新規発症例はなく
関心が薄い状態ですが、世界では未だ感染が認め
られており、根絶を目指しているのがロータリー
クラブであります。そんな中、たまたま縁あって
2018-19 にインドとパキスタンの投与活動に参加
させていただく機会がございました。このきっか
けは、私が地区の青少年奉仕委員会に出向してい
る際に、インターアクト年次大会に参加したＯＢ
（その当時は東京のローターアクトクラブ会員）
から「ポリオ投与に一緒にインドに行きませんか」
の一言。恥ずかしながらポリオのポの字も知らな
い状態でした。いろいろ話を聞いているうちに、
「じゃあ、行ってみようか」ということになり、
2018-19 年に行くことになりました。
インドでは国としての関心の低下が感じられま
した。現在インドはワクチン由来は発生しており
ますが、常在国ではなくなっており自然株は 2014
年に根絶宣言がなされたように思います。あまり
にも人口が多すぎて、国土が広すぎて関心が低下
しているのと、環境汚染が非常に厳しいと感じま
した。
逆にパキスタンは空気が非常にきれいでした。
ただ、一番はテロとイスラムの壁をかなり感じま
した。水質は悪いです。貧富の格差も強く感じた
ところです。テロと言いますと、私達がパキスタ
ンのカラチに入るちょうど 10 日前にアフガニス
タンで中村哲さんが ISS に襲われています。私達
も非常に注意をして入りましたが、現地を確認し
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どこにいても子供ってかわいいです。それに対
して、笑顔で元気に暮らせる社会にしてあげたい
という一念で行ってきました。
川もゴミで流れる状態でない、こういうところ
の水を飲まなくてはいけない様では、これは流行
るという事も目の当たりにしました。

また、イスラムというのはご主人が居ない時に
勝手に家に男性を入れると奥さんは首をはねられ、
男性も同様ですと、とても恐ろしい話を聞きまし
た。実際そんなことはないと思いますが、やはり
ご主人の了解なく異物を入れることはダメだとい
うケースはたくさんあります。無理強いはできま
せんので、お願いをして投与をして回りました。
カラチ市内のポリオ専門施設付近水場では、

ワクチン投与を
受け入れてもら
うために浄水施
設整備を設置さ
れています。
水の浄化設備
とポリオ投与活
動とは関係ない
と思われるかも
しれませんが、
浄化施設を整備することでロータリーを信用して
もらい、投与活動をさせてもらうという事です。
そのためにこれはコカ・コーラとロータリーの共同事
業で行われました。
高速バスでの投与活動です。私達がバスを停車
させたので
はなく、カラ
チ市内に爆
発物を持ち
込んでない
か、軍が確認
するために
止まったと
ころで、その
間投与活動
が許された
場面です。電
車も然りで
す。

最終段階を迎えたポリオ根絶の困難さ
1988 年当時、世界 125 ヶ国におよんだポリオ
発症国も、現在は野生型ポリオの常在国はアフガ
ニスタン、パキスタンの二か国となりました。し
かし、ここ数ヶ月の間に、アメリカ、英国等、永
年ポリオのなかった地域でポリオに発症したり、
ウイルスが検知されたことは、特に最終段階にお
いてポリオ根絶が困難であることを物語るものと
なりました。
９９.９％と１００％、
数値上わずか０.１％の差ですが、大きな差です。
しかし、ロータリーとパートナー団体は、
「ポリ
オのない世界」の実現に自信を抱いています。ポ
リオという恐ろしい疾病から世界の子供たちを守
り、根絶宣言がなされる日まで、これからも皆様
の力をお貸しください。
野生型・ワクチン由来型あわせた症例
2019 年 554 件 ⇒ 2020 年 1216 例
考えられる要因、世界的な新型コロナ感染症に
よる優先順位の低下。
以前イチロー選手がこんなことを言っていました。
「結局言葉とは『何を言うか』ではなく『誰が言う
か』に尽きる。自分はその『誰が』に値する生き方
をしたい」
少なくとも、私たちロータリアンは、ポリオに
関して、その『誰が』に値する存在だと自負してい
ます。
これからも力を合わせ、ロータリーの最優先目
標であるポリオ根絶を目指し活動していきましょう。
世界の子供たちのために
ポリオプラス寄付目標 ３０㌦への、
ご理解ご協力をお願いいたします

「11 月 8 日 皆既月食と惑星食（天王星食）の写真」 羽賀一真会員から届きました。

松山浩仁会長のあいさつにもありましたように、11 月 8 日(火)昼例会の日の夜は、442 年ぶりとなる、
皆既月食と惑星食（天王星食）が起こりました。
昼例会時には雨が降っていたため、
観測できるかが心配でしたが、夜にな
ってから三条市内は見事に晴れまし
た。皆さんは見られましたか？
羽賀一真会員が所有する天体望遠鏡
で、この様子をスマホ撮影できたので、
週報に掲載します。赤銅色の美しい満
月に、青白い天王星が吸い込まれてい
く様子が、はっきりと写っています。
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