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１１月７日 １８時３０分 ホテル第一堺 

開会点鐘 会 長 中井 昭宏 

国歌斉唱 君が代 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 奉仕の理想 

お客様紹介 親睦委員会委員 吉住 哲洋 

地区ロータリー財団委員長 大森豊様  

新入会式   会員増強委員会 砂原 孝史 

お祝い 親睦委員会委員 仁木 順子 

会員結婚お祝い 

感謝状授与 米山功労者感謝状 片岡富美子 

米山記念奨学生奨学金授与 片岡富美子 

会長の時間 会 長  中井 昭宏 

幹事報告 幹 事 松田 香純 

委員会報告 米山記念奨学委員長 片岡 富美子 

ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長 小野 晃範 

卓話 ロータリー財団委員会委員長 
            大森 豊    

ニコニコ報告 副SAA 濱田 由美 

出席報告 副SAA 仲峯 豊 

閉会点鐘 会 長  中井 昭宏  



 
 みなさん今晩は、先週末は第１２回韓日合同会議
に行ってまいりました。 
 
 関西国際空港から約１時間３０分のフライトで韓
国ソウルに着きます。私の抱いていたイメージが韓
国は実際に行ってみて２日間滞在し、変わりました。 
 
 韓国の食文化、王朝文化、日本での韓国ブームを
体験してきました。韓国のロータリアンもとても親
切で楽しい方々でした。報道でいわれている国政で
の問題は民間では全く話もでませんでした。 
 
 体験した韓国の写真は次回の週報に詳しく記載し
ます。ほんの少しですが韓国のチョコレートをご賞
味下さい。 
 
 次に今週末にいよいよ地区大会がございます。地
区大会に参加することは、私がフェニックスに入会
したときに会員の義務だと教えて頂きました。ぜひ
ともご参加頂けますようにお願いいたします。 
 
 また、地区大会で役職の当たっている会員さまは
26日はお昼の12時30分に27日は8時にお集まり頂け
ますようにお願いいたします。役割表は前回の週報
に掲載してあります。 
 
 今回の地区大会はポリオ撲滅募金と東日本復興支
援募金にインターアクト、ローターアクトの皆さん
が協力してくださいます。ぜひ、彼らが募金のお願
いにこられたら、ご協力頂けますようにお願いいた
します。 
 
 本日はポリを撲滅に向けて卓話をお願いしており
ます。しっかりご理解頂き、１１月のロータリー財
団月間に多くのご寄付をお願いいたします。ポリオ
に100ドル、年次寄付に200ドル以上のご寄付をご協
力頂きますようにお願いいたします。 
 

ENGAGE ROTARY   CHANGE LIVES 
     ロータリーを実践し  みんなに豊かな人生を 

 
 例会にてご報告いたしました通り10月31日は例
会は休会です。お間違えの無いようよろしくお願
いいたします。 
 
 次回の例会は11月7日第一ホテル堺にて開催しま
す。 
 
 新入会員様の入会式等予定しております。親睦
委員会より例会後の歓迎会等々の計画をしており
ます。よろしくお願いいたします。 
 
 なお例会欠席なさる会員様は11月1日までに欠席
連絡よろしくお願いいたします。 
 

 
 みなさま、こんばんは、今日は米山月間最終日
でございます。ご寄付のご協力お願いいたします。 
 特別寄付としてこの米山月間に14000円以上のご 
寄付を頂けたら幸いです。今後も寄付をお待ちし 
ております。 
 



  ロータリー財団ポリオ小委員会 
     委員 松田 香純 様 

「ポリオ撲滅へ向けて」 
 今日、10月24日はポリオ撲滅への注目を高めるた
めに、ロータリーは、『世界ポリオデー』としてい 
ます。 
 では、ポリオというのは一体どのような病気なの 
か、皆様ご承知でしょうか? 
 ご存知の方もいらっしゃいますでしょうが、簡単
にご説明致します。ポリオ・ウィルスによって発症
する伝染性の疾患でヒトだけの疾患（媒介生物な
し）人⇒人へ感染します。感染の殆どが不顕性感染
（無症状）で10%未満が夏カゼ程度の症状ですが1000 
人～2000人に１人、生涯の麻痺を残します。 
 ポリオは急性灰白髄炎、脊髄神経の灰白髄を侵し
ます。かつて日本では「小児麻痺」と呼ばれていま
した。ポリオの感染を受けても何の症状も無く経過 
して終生免疫を獲得して終わってしまいます。 
 では、発症してしまったら…。はじめの数日間は
胃腸炎のような症状が現れます。これで終わってし
まう人も数多く存在します。しかし1000人～2000人
に1人はその後、左右非対称性の弛緩性麻痺（下肢に
多い）を生じ、単に動かせなくなるだけではなく、
変形もおきます。麻痺は下肢に留まることなく上半
身にまで移行して来ることもあります。横隔膜神経
に麻痺がおよぶと、横隔膜が動かなくなり深刻な呼
吸困難に陥り、時には死に至ることもあり、非常に
恐ろしい病気です。ポリオは下肢を中心に麻痺を起
しますが、知的障害を伴うことはありません。横隔
膜神経の障害により起こる呼吸困難に対処しようと
したのが「鉄の肺」と呼ばれる陰圧式人工呼吸装置
です。「鉄の肺」はポリオのため呼吸筋が麻痺する
とその装置に入りました。入ったが最後一生涯この 
装置から外には出られません。 
 ポリオに対するロータリーの活動としては1979年
フィリピンで600万人の子供たちにポリオ・ワクチン
接種をしましたがこれは一つのプロジェクトとして 
終結しました。その後は1人の日本人の献身的奉仕か 

本格的に始まりました。それは国際ロータリーよりも
早く!!ポリオ撲滅に立ち上がったのは日本人です。そ
の方は、山田ツネ様といいロータリアンです。彼の活
動から本格的に活動開始となり、ロータリー創立100
周年までに全世界の子どもにポリオ・ワクチンの投与
を完了させようという壮大な計画がスタート。1985年
この20年計画が本当に始まりました。そして地球上の
ポリオの99%を撲滅することが出来たのです。が、残
るは1%。この1%の撲滅はこれまでの99%の撲滅に匹敵 
するほど困難です。 
 1985年RIはポリオ・プラス計画発表。日本は今日ま
でに、世界ポリオ撲滅活動に、4億4,510万ドル（336
億円）を寄付しており、この額は、世界ポリオ撲滅推
進計画（GPEI）に寄付している公的機関の中で3番目
に高い額となっています。世界中のロータリー・クラ
ブはすでに12億ドル（953億円）以上をポリオ撲滅活
動のために寄付しており、日本のクラブは、6,400万 
ドル（51億円）以上を寄付しています。 
 世界保健機関は、ポリオの撲滅を最優先活動としポ
リオ撲滅活動を完遂するために新たな支援を送ること
を約束しました。ロータリー創立100周年 2005年まで
に地球上からポリオ根絶を目標にポリオは99%撲滅し
ました。しかし2005年にポリオ撲滅は成らず。国際
ロータリーは新たに１億ドルのチャレンジを提唱、そ
の後ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団のビル・ゲ
イツ会長は、2008年に1億ドル。2009年に入って2億
5500万ドル、合計3億5500万ドルという巨額の寄付金
をポリオ撲滅のためにロータリーに託しました。私た
ちロータリアンはこれに応えて、2億ドルのチャレン
ジと名づけた寄付計画を実行に移し2億ドルを超える
寄付を集めチャレンジは成功しました。が、ポリオ撲
滅の闘いはまだ終わっていません。まだまだ資金不足
です。昨年、2012年6月までで世界のポリオ新規発生
件数は78件。2012年1年間を通しての発生件数は、223
件でした。そのうち約半数をナイジェリアが占めてい
ます。今年2013年9月24日までの報告を見ますと、イ
ンド0件、パキスタン28件、アフガニスタン4件、ナイ
ジェリア49件去年122件でしたが緊急対策をとられた
ため激減しております。その他ソマリア、ケニアでも
報告が上がってきております。総計270件報告があり
ます。また、アフリカの各地域でのポリオのアウトブ
レイクはおさまりつつあるといわれています。今年に
なりナイジェリア大統領のグッドラックジョナサンと
ビル・ゲイツ氏が会談しナイジェリアでのポリオの発
生数が前年度の半分になったことや今後の根絶に向か 
いゲイツ財団が協力すると約束されています。 
 『END POLIO NOW 今こそポリオの撲滅を!!』を合言
葉にロータリアンは、最後の1%のポリオを根絶するた
めの活動を続けています。皆様のご理解と寄付のご協 
力を今年度もよろしくお願い致します。 



中井 昭宏 会長 

本日は米山功労者感謝状ありがとうございます。 

地区ロータリー財団ポリオ委員会委員の松田様、卓 

話ありがとうございます。 

京谷様、受賞おめでとうございます。 

 

小野 晃範 会員 

松田会員、本日「ポリオ」の卓話楽しみにしていま
す。中田会員ご結婚おめでとうございます。 

 

河野 強 会員 

21日（月）は地区大会記念ゴルフ大会に参加してき 

ました。総勢50名の参加でした。凄く寂しかったで 

す。ちなみに…105点で40位でした（笑）飛賞で 

「りんご」をいただきました。 

 

砂原 孝史 会員 

松田さん卓話楽しみにしております。河野さん、大 

阪府警からの表彰おめでとうございます。 

米田先生、中井先生、韓国おつかれ様でした。 

 

松田 香純  幹事 

26、27日地区大会への参加、お手伝いよろしくおね 

がいいたします。 

中田会計、ご結婚おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

 

 

 

にこにこ報告 

在籍者   ３３名 出席者   １９名 

出席計算会員３２名  欠席者   １３名 

出席免除会員 １名 
（小林） 

免除出席者  ０名 

先々週修正出席率 
     ９３．７５％ 

出席率 
    ５９．３８％ 

欠席報告（10月24日） 

出席報告 

犬伏 幸代 診療のため Make-up済 

山田 真樹 診療のため Make-up済 

金谷 昌信 仕事のため Make-up予定 

酒井 誠 仕事のため  

中野 一郎 仕事のため Make-up済 

仁木 順子 仕事のため Make-up済 

山本 加容子 仕事のため Make-up済 

松本 美和子 療養のため 

京谷 知明 仕事のため Make-up済 

片木 修 

田中 範子 

濱田 由美 仕事のため Make-up済 

吉住 哲洋 仕事のため Make-up予定 

Make-up報告 

京谷 知明 23日 堺中RC 

中井 昭宏 26日 地区大会関連委員会 

米田眞理子 26日 地区大会関連委員会 

中井 昭宏 26日 地区大会本会議 

米田眞理子 26日 地区大会本会議 

上田 俊夫 26日 地区大会本会議 

岡田 正一 26日 地区大会本会議 

山田 真樹 26日 地区大会本会議 

濱田 由美 26日 地区大会本会議 

仲峯 豊 26日 地区大会本会議 

松田 香純 26日 地区大会本会議 

中田 聡 26日 地区大会本会議 

中井 崇嗣 26日 地区大会本会議 

内藤絵梨奈 26日 地区大会本会議 

片岡富美子 26日 地区大会本会議 



Make-up報告 

小野 晃範 26日 地区大会本会議 

米田眞理子 26日 RI会長代理晩餐会 

山田 真樹 26日 RI会長代理晩餐会 

中井 昭宏 26日 RI会長代理晩餐会 

松田 香純 26日 RI会長代理晩餐会 

中野 一郎 26日 RI会長代理晩餐会 

仲峯 豊 26日 RI会長代理晩餐会 

岡田 正一 26日 RI会長代理晩餐会 

小野 晃範 26日 RI会長代理晩餐会 

片岡富美子 26日 RI会長代理晩餐会 

上田 俊夫 26日 RI会長代理晩餐会 

京谷 知明 30日 堺中RC 

 

インドの慈善家からポリオとの闘いに
100万米ドルの新たな寄付 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 インドの慈善家、ラジャシュリー・ビルラ夫人は先
頃、ロータリーのポリオ撲滅活動を支援するため、新
たに100万米ドルの寄付を行うことを発表しました。
この結果、ビルラ夫人からのロータリーへの寄付は、
総額720万米ドルを上回ることになります（ビルラ家
が創設したアディティアビルラ･グループは、世界で
トップ500の一つに数えられる企業グループです）。 
 
 ロータリーが今年から2018年までの間に集めるポリ
オ撲滅資金に対しては、ビル･アンド･メリンダ･ゲイ
ツ財団から2倍の額が上乗せされます。このため、今
回のビルラ夫人からの寄付により、世界ポリオ僕滅推
進計画（GPEI）に300万ドルの新たな資金が投入され
ることになります。ロータリーは、GPEIの主要パート
ナー団体として、特に政府への働きかけ、募金活動、 
認識の向上に力を入れています。 
 
 インドはかつて、ポリオの撲滅が世界で最も難しい
国と考えられていました。しかし、インドの人びとは
国を挙げてポリオ撲滅に取り組み、インドの3,200の
ロータリークラブは、5歳未満の子ども1億7,500万人
に経口ワクチンを投与する「全国予防接種デー」を実
施するために、人力と資金面で欠かせない支援を行っ
てきました。その結果、インドでは、2011年1月以来
ポリオの発症が1件も報告されていません（これで、
世界で野生ポリオウィルスが残っているのは、ナイ
ジェリア、パキスタン、アフガニスタンの3カ国のみ
となりました）。今回の寄付は、インドを恒久的にポ
リオのない国にしようという、この国の人びとの深い 
思いを象徴しています。 
 
 ビルラ夫人は、次のように述べています。「インド
でポリオのない状態が続いているのは、ロータリーの
おかげであり、そのパートナーであるインド保健省、
世界保健機関（WHO）、ユニセフ、米国疾病対策セン
ター（CDC）、ゲイツ財団などのおかげです。ナイ
ジェリア、アフガニスタン、パキスタンからも近い将
来にポリオをなくすことは、世界に対する私たちの約 
束なのです」 

「世界ポリオデー」にちなんだ活動  
 
 ナイジェリアのロータリアンは、Cycology Riding 
Clubと協力し、10月19日にリレー形式で行う6時間の
自転車レースを開催します。これは、10月24日の
「世界ポリオデー」と11月初めに予定されている全
国予防接種日に先立ち、ポリオ撲滅への認識を高め
ることを目的としています。また、ナイジェリアと
インドのロータリアンは、「End Polio Now」のロゴ
を建物に投射するイベントも企画しています。パキ
スタンのロータリアン、ローターアクター、イン
ターアクターも、ポリオ撲滅への認識向上を目的と 
したウォーキング行事を開催する予定です。 
 
 皆さんのクラブでは、「世界ポリオデー」を記念 
し、どのような活動を行う予定ですか。 
 松田会員の卓話、ポリをシャツを着用する、寄付
をするなどを考えています。本日がポリオデーと 
知っておられた方は何人いましたか。 
  



国際ロータリー第2640地区 
          ＰＤＧ米田眞理子 
 
 11月19日・21日韓国ソウルで開催されました、第 
12回韓日親善会議に参加してまいりました。日本か
ら四百数十名と言う大勢の参加で、素晴らしい感動
的なロータリーらしい会議そして晩餐会・午餐会を 
大いに楽しんでまいりました。 

 
 堺フェニックスＲＣからは、中井会長・松田幹事
家族４名・上田会員ご夫妻・岡田・京谷・仲峯・仁
木・山本・濱田・米田14名参加、参加率地区ＮＯ１ 
です。 
 ２日間に亘る韓日親善会議は素晴らしい設営でし
た。Ｄ2680PDG元ＲＩ理事今井鎮雄様の主催で12回続
けられてきました。途中、毎年開催が途切れること
がありましたが今回はＲＩ直前会長田中作次様のご
臨席のもと前年度ＲＩテーマ（奉仕を通して平和
を）を実践するロータリアンであるべき、また94歳
の菅野ＰＤＧ様から「決議23-34：ロータリアンは行
動するロータリアンたれ」との話を聞き、改めて
ロータリアンでよかったとの思いを胸に、日本から
参加の各地区の行動するロータリアンの皆様と韓国
のロータリアンの方々との友好親善を深めて帰国の
途に着きました。次回も続けて参加したいとの、皆 
様の声でした。 



ミョンドン市場 

景福宮 

韓国焼肉 

プルコギ 



 RI会長代理としてお越しくださったのが、国際ロー
タリー第2530地区パストガバナーの大橋 廣冶様でし
た大橋様とはご縁があり３度目の再開でした。息子と 
同じ年だったねとお声をかけて下さいました。 
 今回の講演では東日本大震災時の当地区がとった行
動、当時のガバナー米田様への感謝のメッセージから
始まりました。そして堺フェニックスへの感謝と。そ 
してこの行動こそがロータリーだと。 
 次に私にとっては医師として大先輩でもある南園先
生の指導者養成セミナーでした。今回はロータリーの
目的、使命についてお話がありました。ロータリーに
とって親睦をゴルフや飲み会だというロータリアンが
まだいます。ロータリーの親睦とはネットワークこそ 
が親睦です。 
 ロータリーは、地球の人々の生活を改善したいと云
う情熱を、社会に役立つ活動に注いでいる献身的な 
人々の世界的なネットワークである。 
 



地区大会１日目 
 
今年はいろいろなこと 
があろましたが、最後 
はなごやかな風に包ま 
れました。 

地区大会２日目 
 
 歓迎のはインターアクトでも活
躍している精華高校の吹奏楽部の
演奏で始まりました。 
 今年度の地区大会では当クラブ
の松田会員がソングリーダーを務
めました。 
  
 昼食はたぬき寿司さんのおいし
いお弁当でした。 
 
 今回の地区大会では多くのロー
タリーファミリーが活躍して下さ
いました。出席された会員の皆様
は実感されたことだと思います。 
 
 また各種表彰では、地区で一番
表彰が多かったように思います。 
会員の皆様の奉仕の結果だと。 



 インターアクトクラブのみなさんは多くの募金活 
動を行ってくださいました。 
 これまでの地区大会でポリオも東日本大震災復興支
援募金も最高額になりました。多くの参加されたみな
さまの心に深く感謝致します。 
 RI会長代理の大橋様も驚かれインターアクトの子達
と話され募金をされていました『ありがとう』と 

 今回はインターアクトの紹介を壇
上でさせて頂きました。インターア
クトとローターアクトで復興支援の
歌「花は咲く」を歌いました。 
 子供たちのRI会長代理 大橋様へ
のおもてなしの心に、感動いたしま
した。相手を思うことをしっかり学
ばれているようです。 

 青少年ライラ委員会より
表彰がございました。地域
で活躍されている青少年を
表彰するのもです。当クラ
ブから推薦しました山下様
が表彰されました。大阪で
被災地で海外で多くのソフ
トボールを通して活動をさ
れたことに対するものです。 

 今回、コホストをお受けしお手伝いを 
頂きました会員の皆様にお礼申し上げま 
す。また、ご参加頂いた会員の皆様にも 
お礼申し上げます。ありがとうございま 
した。 
          会長 中井昭宏 


