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＜会員増強・新クラブ結成推進月間＞
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第２８８６回 通常例会記録

THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

本 日 の プ ロ グ ラ ム

日時：2018年 8月23日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン ２Ｆ
司会：上田
稔 ＳＡＡ

2018年 8月30日(木) 18:00～

夜 間

例

会

懇親会：親睦活動委員会

次 回 の プ ロ グ ラ ム

★開 会 点 鐘 ：遠藤 利秀 会長
★国
歌：－
★Ｒ ソ ン グ ：我等の生業
★四つのテスト：－

2018年 9月 6日(木) 12:30～

職 場 訪 問 例 会
遠軽信用金庫本店

◇本日のビジター

RI第2580地区 東京東江戸川RC 嶋村 文男 君①

会長報告

遠藤 利秀 会長②

本日の例会は、東京東江戸川RCの嶋村文男様
に卓話をして頂きます。本日は遠くよりお越し頂
き有難うございます。宜しくお願いいたします。
一昨日、第100回の記念大会となった夏の甲子
園大会の決勝戦が行われました。野球のエリート
集団、史上初となる2度目の春夏連覇を狙う大阪
桐蔭高校と秋田県立の農業高校で選手全員が県内
出身という金足農業高校の対戦ということで注目
を集めました。特に金足農業高校の吉田投手は、
準決勝までの5試合を全て一人で投げ切ってきて
いる好投手ということで｢金足農業ガンバレ｣とい
う声が大きかったと思いますが結果は大阪桐蔭高
校の快勝。今回も優勝旗が白河の関を越えて東北
地方に渡ることはありませんでした。
今回は100回記念大会ということで、過去の名
勝負が紹介されていましたが、私の中でのベスト
ゲームは第61回大会の箕島高校と星陵高校の試
合です。１対１で延長戦に突入し、星陵が1点リ
ードで迎えた延長12回裏ツーアウトから箕島が
ホームランで追いつき、延長16回裏にも1点リー
ドされたツーアウトから１塁ファールフライで試
合終了かと思われたところエラーで命拾いした選
手がまたホームランを打って同点。結局、延長
18回に箕島高校がサヨナラ勝ちし、勢いそのま
まに優勝。史上3校目の春夏連覇を達成しまし
た。遅い時間の試合でナイター照明の中で行われ
た熱戦が今も脳裏に焼き付いています。
話は戻りますが、今回春夏連覇を達成した大阪
本日のプログラム
桐蔭
高 校で す が 、部 員 数は6 3 名 だ そう で す。
今、有名高校は選手が100名を超えるチームが珍
しくありません。そんな中で、スカウト体制を充
実させ少数先鋭で常に全国トップクラスの成績を
残しているのは凄いことだと思いますが、我々ロ
ータリークラブは、少数精鋭というわけにはいき
ません。8月は｢会員増強・新クラブ結成推進月間｣
となっておりますが、ロータリーの奉仕活動を持続
していくためには、強固な会員基盤が必要です。
会員増強は会員組織委員会が中心にはなります
が、会員皆さんのご協力がなければ達成できませ
ん。耳寄りな情報がありましたら提供して頂きた
いと思いますし、お声かけもお願いいたします。

第2580地区 東京東江戸川RCとバナー交換

幹事報告 東海林 勉 幹事

１．(公財)米山梅吉記念館より秋季例祭の案内。
日時 2018年9月15日㈯ 14:00～
場所 米山記念館 ホール ※登録料は無料
併せて｢賛助会ご入会のお願い｣が届いています。
2．本日、例会終了後、理事会を開催します。

委員会報告

◇佐久間

英昭 職業奉仕委員長

職場訪問例会についてご案内します。
日時 2018年9月6日㈭ 12:30
場所 遠軽信用金庫 本店

◇木村

一則 選考委員長

2017-18年度監査中川満之氏の退会に伴い、後
任として竹内徳治会員を選任いたします。

本日のプログラム

ゲスト卓話

佐藤 直也 プログラム委員長
本日のプログラムはゲスト卓話です。国際ロー
タリー第2580地区・東京東江戸川ロータリーク
ラブの嶋村文男様に卓話をいただきます。プロフ
ィール等詳細につきましては、お手元に配付の資
料をご覧下さい。
演題は「ポリオ撲滅」ということで国際ロータ
リーが優先的に推進しているプロジェクトについ
て、インドでの経験談等、織り交ぜてお話しいた
④
だきます。【2面】
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ＥＮＤ ＰＯＬＩＯ ＮＯＷ
=いまこそポリオ撲滅(根絶)のとき=

（インドに4回、ポリオワクチン投与に参加して)

東京東江戸川RC 嶋村 文男 君①
初めまして。東海林さんとは昨年11月、ロー
タリー研究会(東京)の時の船上パーティで奥さん
と共に懇意になりました。私の息子が江別の酪農
学園大学をこの春卒業して富良野の藤井牧場さん
に就職したこともあり、北海道の話に花が咲き、
その時、明日、網走に行く予定があり、遠軽に寄
りますよと話したら、木曜日なら例会があるの
で、是非、卓話を、とお願いされたわけです。
私は インドへ4回のポリオワクチン投与(NID)活
動 に参加して来ました。 その理由は、弘前アップ
ルRCの 関場慶博先生という素晴らしい方に出会
いまして、2012年1月、ポリオ撲滅のため情熱的
に取組む姿をテレビで観て感激し、自らがインド
の地で奉仕活動を実践したいと強く思い、その年
4月のインドNIDに初めて単独参加しました。
そのときの話を元に、私たちロータリアンは世
界平和のために、ポリオ撲滅のためにどのような
活動をしたら良いのか考えてみたいと思います。
ポリオは人から人へ感染する病気で、治療法は
現在もなく、ワクチン接種による予防のみ。経口
生ワクチンと不活化ワクチンの２種類があります。
日本におけるポリオの状況は、1959年、八戸
市でポリオが集団発症。1960年、北海道夕張市･
東北･九州でポリオ大流行、この年患者数約5千
余人。1961年、旧ソ連及びカナダから経口生ワ
クチ ン1 ,300 万人分を緊急輸 入。患者数が5 年
後、76人に激減しました。
このNID(全国免疫接種日＝全国一斉ポリオワ
クチン投与日)が、後にWHOによりポリオ根絶の
世界戦略として採用されることになったのです。
2000年、WHOに対しポリオ根絶を報告。
2012年9月、日本でもポリオ不活化ワクチン投
与が開始される。不活化ワクチン導入が世界126
国で進められています。
インドは野生ポリオウイルス常在国でしたが
2011年以降、新たな感染報告がなく、2014年2
月、インドは３年間ポリオ発症ゼロが継続し、
WHOはインドでのポリオ根絶を宣言しました。
当初、全世界のポリオ発症国のうち、ポリオ撲
滅が一番困難であると考えられていたインドでの
ポリオフリーは、ポリオ根絶を目指す上で、人類
の勝利であると共に“私たちに夢をあきらめない”
という勇気を与えるものでした。

出席報告

例会日

インドNID4回目の活動・2017年1月27日㈮：
成田出発、当日夜インド着(空路10時間15分)。
・1月28日㈯：ポリオワクチン投与(NID)を知っ
てもらう広報活動の為のラリーに参加、他。
・1月29日㈰：NID実施(人口13億人のうち対象と
なる5歳以下の子ども1億7,000万人にワクチン投
与)。世界と日本全国からのロータリアンが集ま
って活動しました。1組4～5人で、担当の保健婦
さんと一緒に、2時間くらいで約300人の子ども
たちへ経口生ワクチンを投与します。小さな子た
ちはむずがって大変でしたが、｢あーん！｣と身振
り手振りで口を開けさせ、必ず2滴入れなければ
ならないので、ちゃんと入れないと｢この子の命
が…｣と切羽詰まった状態になりました(写真上)。
・1月30日㈪：個別訪問でのワクチン投与に参加
して、夜のフライトで成田へ(空路7時間20分)。
・1月31日㈫：早朝、成田到着後、解散。
ポリオは飛び火します。今危惧されているのは
2020年の東京オリンピックの時、ポリオを持っ
てくる人が入国するかもしれないことです。
ポリオが撲滅した国や地域でもポリオウイルス
の再流入を防ぐ為に、全世界がポリオフリーにな
らないと日本も安全ではありません。定期的な予
防接種・NIDを通じてのワクチンを投与し続ける
必要があります。ポリオは国境をも無視します。
ポリオ撲滅のときが来るまで出来ることを続けて
いきたいと決意しています。

ニコニコ
ＢＯＸ 乾

淳

親睦活動委員長

嶋村文男君 東海林さんとのご縁で卓話を 2,000円
竹内徳治君 無断欠席
2,000円
2018-19 年 度 合 計
合計 90,000 円

☆閉会点鐘：遠藤利秀会長☆今月会報担当：佐久間英昭委員
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副委員長：石井定男

8月 9日 41
38
26
2 73.7%
委 員：佐久間英昭 本間克明 西 清治
8月23日 41
38
30
78.9%
竹内徳治 東海林勉
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