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本日の例会 プログラム（第 689 回例会） 

2011 年１１月２４日(木)  第１９回例会 

場所    第一第一第一第一ホテルホテルホテルホテル堺堺堺堺    ３３３３階階階階 

本年度本年度本年度本年度 RIRIRIRI テーマテーマテーマテーマ    唱和唱和唱和唱和    

開会点鐘開会点鐘開会点鐘開会点鐘                                吉川美幸会長 

ロータリソングロータリソングロータリソングロータリソング斉唱斉唱斉唱斉唱 「四つのテストの歌」 

おおおお客様紹介客様紹介客様紹介客様紹介                            （担当 向井利之 親睦委員長） 

会長会長会長会長のののの時間時間時間時間                            吉川美幸        

出席報告出席報告出席報告出席報告                                    （担当 河野 強副 SAA）    

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告                    

会員増強維持委員会 河野 強委員長 

「クリスマス例会について」 

  親睦委員会 向井俊之委員長 「クリスマス例会について」 

  新世代奉仕委員会 中井昭宏副委員長 

「ＩＡＣ海外研修オリエンテーション出席報告」 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                    田辺弘樹 

卓卓卓卓        話話話話                        中井 昭宏会員 

SAASAASAASAA 報告報告報告報告                 (担当 中井 崇嗣副 SAA） 

閉会点鐘閉会点鐘閉会点鐘閉会点鐘                                吉川美幸会長 

    

次回の例会予告（（第 690 回例会） 

２０１１年 12 月 1 日(木) 

  年 次 総 会 

次々回の例会予告（第 691 回例会） 

２０１１年 12 月 8 日(木) 

 卓話「rotary」 今野 華 会員 

本日の卓話 

「生命を守るヒント」

 

中井 昭宏 会員 
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会長会長会長会長のののの時間時間時間時間         吉川 美幸 会長 

皆さん、今日は、ロータリー財団

のプログラムの中でも、個人的に

も興味があった、ポリオプラスに

ついてお話しします。 

ロータリー財団のなかでも、特に

力を注いできた事の一つに、ポリ

オ撲滅運動があります。 

インターネットでポリオ撲滅を検索したら、現在までの

国際ロータリーの多大な貢献度と、世界の中でインセン

ティブをとってきた事が書かれています。 

日本では、黒柳徹子さんがテレビで、ユニセフの貢献を

アピールしていますが、国際ロータリーの存在はより大

きいものがあります。 

もっと、アピールしてもいいのではと思います。 

 

国際ロータリーのロータリー財団は、現在まで、かなり

の資金提供をしてきました。 

皆様からの寄付で、２億ドルまでもう一歩、そして、撲

滅までもう一歩の所まで来ています。 

 

ポリオは、今から 23 年前には、世界 125 ヶ国で、年間

35万人がかかった恐ろしい病気です。 

私の歳以上の方は、ポリオはよくご存じの病気だと思い

ますが、私の小さい時、ポリオ＝小児マヒと言われてい

て、子供にとって、怖い病気でした。 

５歳までの子供がかかって、風邪症状が２週間くらい続

いた後、１５００人に一人くらいの確率で、弛緩性マヒ

をおこしてしまいます。 

私の近所でも、マヒが残ってしまった子がいました。 

 

日本を含む国際社会の真摯な取り組みによって、ワクチ

ンが、絶大な効果を発揮し、２０年後には、９９％の、

３５００人にまで減少しました。 

ＷＨＯが、根絶にむけて、取り組みをしていますが、現

在では、政治的にワクチン接種が難しい、インド、ナイ

ゼリア、パキスタン、アフガニスタンの４ヶ国で、まだ 

 

 

 

 

 

 

ポリオ発症例が報告されています。 

日本では、野生株による、マヒ性ポリオ疾患の発生は１

９８０年、今から、30年程前を最後で、根絶を報告され

ています。 

減少したとはいえ、根絶まで、もう一歩、徹底的にする

事が何よりも重要です。 

 

絶大な効果を発揮したワクチンですが、生のポリオ菌を

使った、生ワクチンと、ホルマリンで菌を殺してしまっ

た不活化ワクチンがあります。 

日本では、生ワクチンの２回接種ですが、世界的にみる

と、今は不活化ワクチンが主流の様です。 

 

ここからが、恐ろしい話ですが、日本では生ワクチンの

２回接種ですが、ポリオ生ワクチンでは、まれに、ポリ

オの症状がでることがあるとの事から、不活化したワク

チンを使いたいとの声が多いのです。 

来年の末に、認可される事になっていますが、厚生省の

承認が取れていない為、今は、自費で１５，０００円位

かかります。その事を抗議して、早く承認して欲しいと

の声が大きく、不活性化ワクチンを承認されるのを待っ

て接種すると言うお母さん達が増えているそうです。 

不活性化ワクチンは、一年後の、来年の末に認可される

事になっていますが、 

今、感染を起こすウイルスが、日本に入ってきたら、ど

うなるのだろうと心配です。 

 

日本でも全員が接種をし、全世界でも、撲滅出来る様、

祈っています。 

私達の出来る事は、出来るだけおおくの子供達に、ワク

チン接種をして頂く様に努力をする一方、世界に向けて

は、ロータリー財団に寄付をすることでしょうか。 

皆さんも、寄付を宜しくお願い致します。 

    



 

 

出席報告出席報告出席報告出席報告                    担当 中井 崇嗣 副 SAA 

    

    

幹事幹事幹事幹事報告報告報告報告                                    田辺 弘樹 幹事 

 

本日の配布物 

11月度理事会報告  

お知らせ 

IM８組は３月１０日(土)に決まりました。 

1.（2012－2013年度ガバナー）北中登一氏（大阪狭山RC）

ガバナーエレクト就任のお知らせ 

2.2640地区 ROTEX企画 ユニバーサル・スタジオ・ジャ

パン遠足の案内 日 時１１月２７日１０時集合 

3.インターアクト海外研修同行のご案内 

研修日 2011年12月25日(日)～29日(木) ５日間 

研修費用 お一人 ￥１３９，０００－ 

申込先 ガバナー事務所 締切 2011年11月30日（水）  

 

近隣クラブ例会変更の案内 

堺ロータリークラブ 

平成２３年１１月２４日（木）→同日１２時３０分〜ガ

バナー公式訪問 

平成２３年１２月２２日（木）→同日１８時〜忘年親睦

家族会 リーガロイヤルホテル堺 

平成２３年１２月２９日（木）→定款第６条第１節休会 

堺泉ヶ丘ロータリークラブ 

平成２３年１２月１３日（火）→１２月１０日（土）１

７時〜創立２５周年記念式典・クリスマス家族例会 ス

イスホテル南海大阪 

平成２３年１２月２７日（火）→定款第６条第１節休会 

堺西ロータリークラブ 

平成23年12月1日（木）→12月3日（土）17：30～ 「ク

リスマス家族会」へ変更リーガロイヤルホテル堺 

平成23年12月29日（木）平成24年1月5日（木） 

→定款第6条第1節の規定により休会  

堺フラワーRC 

平成23年12月17日(土)→12月22日(木)１９時〜クリ

スマス合同例会 スターゲイトホテル関西エアポート 

 

 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告                

    新世代奉仕副委員長  中井 昭宏 

初芝立命館高校インターアクトクラブより例会及び懇親

会への参加のご案内を本日回覧で回させて頂いておりま

す。必ず１名は新世代奉仕委員会で指名させて頂いて 

おります。堺フェニックスのロータリアンが全員で新世

代奉仕をしましょう。 

 

 インターアクトクラブの例会プログラム 

①開会・点鐘  

②ソング（君が代・ＩＡＣの歌）斉唱  

③お客様紹介  

④ＩＡＣ会長あいさつ  

⑤ＩＡＣ代表生徒卓話 

⑥各報告・連絡  

⑦閉会・点鐘 

 懇親会 

 

ではここで実際に出席された中井崇嗣会員より報告して

いただきます。 

続きましてインターアクト海外研修についてのご案内で

す。今回はRI３３００地区（マレーシア）への海外研修

です。期間：平成２３年１２月２５日～２９日の５日間

となっております。インターアクト海外研修同行を希望

される会員は１１月３０日までにガバナー事務所にご連

絡下さい。最後に初芝立命館高校インターアクトクラブ

の活動として、ガーナへのワクチンの支援を行っていま

す。今一度、ペットボトルキャップを集めて頂けたら幸

いです。 

  

 

初芝橋本高等学校 IAC 例会出席報告 

中井 崇嗣 

最初に素晴らしく感じたことは、

国旗やインターアクトクラブ旗の

設置から、当日の進行、発言内容

まで全て学生が自分たちで考えて

決めていたことです。 

在籍者      ２９名 出席者   １６名 

出席計算会員   ２４名 欠席者    ８名 

出席免除者     ５名 免除出席者   ２名 

先々週修正出席率  ７９．３％ 出席率    ６６．７％ 



 

 

 

初めて例会にロータリアンが参加するということで緊張

されておられましたが、滞りなく進行されておられまし

た。 

会長松井君の卓話では震災による心の痛みと、それを乗

り越えて皆を笑顔にという活動目標についてハキハキと

お話されておられました。 

インターアクトクラブに所属されている、堺フェニック

スの岡田会員のお孫さんとお隣になり、お話をさせて頂

きました。 

２名でボランティア活動をしていた時と比べ、インター

アクトクラブとして多くのメンバーで活動することでガ

ーナ支援などこれまでできなかった規模の活動ができる

ようになり嬉しいという話をお聞きしました。高い目標

を持った仲間が集まることでスケールの大きな活動を学

生の時期から感じられるインターアクトクラブは素晴ら

しいと改めて感じました。 

今後も一緒に奉仕活動していければと思います。 

 

 

 

卓話            「ロータリー財団について」 

酒井 誠 R 財団委員長 

 今月はロータリー月間です。

先週はロータリー財団奨学生で

あります本間様にお越しいただ

き、卓話をしていただきました。 

ロータリー日本財団、正式名所

は、「公益財団法人ロータリー日

本財団」です。 

主たる事務所は、東京都北区赤羽にあります。 

２００８年の公益法人制度改革に伴い、公益目的でなく

とも非営利目的であれば一般財団法人を設立できるよう

になりました。また、以前の財団法人も所管機関での手

続きを経て一般財団法人へ移行できるようになりました。 

この関係からもロータリー日本財団は、一般財団法人を

経て、現在の公益財団法人となっています。 

パワーポイントによる説明 

この資料は、２００８年に２５８０地区に於いて、これ

から財団が移行する「未来の夢計画等」について説明さ

れたものです(ホームページ上でいつでも閲覧すること

が可能です) 

これに私が、手を加えたもので、ご説明をさせていただ

きます。 

●ロータリー財団の活動、プログラム、寄付、資金の流

れ、未来の夢計画、２０１７年ビジョン、夢計画の目

的、６つの重点分野 等についてご説明させていただ

きました。 

 

以上をご理解いただき、財団への寄付を賜りますようお

願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ報告担当            河野 強 副 SAA 

今日は酒井さん、卓話ありがとうございます。所々

ユーモアも入れて楽しいお話でした。 

吉川 美幸 会長 

酒井 誠R財団奉仕委員長。本日の卓話ご苦労様で

す。宜しくお願いします。 

小野 晃範会員 

中井先生、おめでとうございます！僕も地道に頑

張ります。上田先生、ガバナー月信拝見しました！

おつかれさまでした。酒井さん、財団の卓話ありがとう

ございました。           河野  強 会員 

 

 

 

 

 

 

 


