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■柏西ロータリークラブ URL.http://kashiwa-nishi-rc.com/

四つのテスト
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？
2020-21 年度 会長：中嶋 利生

幹事：助川

昌弘

■第 2790 地区ロータリークラブ URL.http://www.rid2790.p/2018/

2020-21 年度 国際ロータリー第 2790 地区 第 11 グループ

合同例会及び情報研修会

ホストクラブ

柏西ロータリークラブ

【日時】 2020 年 11 月 6 日火曜日 【会場】ザ・クレストホテル柏
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柏西ロータリークラブ幹事		

助川

昌弘

13:00
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司会					

ガバナー補佐幹事			

森市

直樹

13:10

開会の挨拶				

ガバナー補佐				
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13:15

基調講演「ロータリー財団と奉仕活動」 地区職業・社会・国際奉仕統括委員長

水野

晋治
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瀧日

明

		

柏東 RC					

青少年奉仕委員長			

中村

俊人

		

柏南 RC					
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小林

亘
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岡島
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閉会の言葉				
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鈴木

桂三

14:55

ホストクラブ会長挨拶
会長

中嶋

利生

皆さんこんにちは。また、11 グ

ループの各クラブの会員の皆さん

親睦活動をとうし仲間を募ることを

良くおいでいただきました。歓迎

進めていきます。皆さんのご協力を

いたします。さて、明日 7 日は柏

お願いします。最後に１２月２５日、

西ロータリークラブの設立記念日で

金曜日クリスマス夜間例会を会員の

す。1975 年 24 名のチャーターメ

みになりますが、開催いたします。

ンバーのもと創設、同月 24 日にク

親睦委員会で先週どのようなクリス

ラブ承認され、現在 63 名の会員を

マス例会にするか検討しました。大

擁しコロナ禍においても 3 名の入

いに期待し、皆さん楽しみ、懇親を

会を得て。様々な活動をしています。

深めましょう。以上会長報告といた

温かく、魅力あるこのクラブを益々

します。

地域にも広く知らしめ、奉仕活動、

例会日／金曜日 12：30 〜
事務局／〒 277-0011 柏市東上町 7-18
例会場／ザ・クレストホテル柏
柏商工会議所会館 505
〒 277-0842 柏市末広町 14-1
TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
TEL.04-7146-1111 FAX.04-7146-2100
E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

幹事報告

③『台北国際大会』及び『千葉ナイト』の案内
助川

昌弘

『台北国際大会』2021 年 6 月 12 日～ 16 日
『千葉ナイト』日時：2021 年 6 月 13 日（日）19：00 ～
会場：ホテル

① 11 月のロータリーレートは１ドル＝ 104 円

④一般財団法人

②地区奉仕セミナーの案内

ロイヤルニッコウ・タイペイ
比国育英会バギオ基金より『バギオだ

より』を受信

日時：12 月 20 日（日）13：00 ～ 16：00
場所：TKP ガーデンシティ千葉

基調講演「ロータリー財団と奉仕活動」

第 2790 地区 職業・社会・国際奉仕統括委員会

委員長 水野 晋治

す。ロータリー財団の正式名称は「国際ロータリーの
ロータリー財団」と言います。ロータリー財団の使命は、
ロータリアンが、健康状態を改善し、教育への支援を高
め、貧困を救済することを通じて、世界理解、親善、平
和を達成できるようにすることです。国際ロータリーと
ロータリー財団は独立した法人で、それぞれが活動する
国々の法律や会計基準を順守しています。しかし、理念
上も、実際上も、ひとつのロータリーとして機能してい
ます。ロータリー会員は会費を通じて国際ロータリーを
支援し、寄付を通じてロータリー財団を支援しています。
まず最初にロータリーについて簡単におさらい致しま

ロータリーの父がポール・ハリスであればロータリー

しょう。不正が横行する 20 世紀初頭（1905 年）のア

財団の父はアーチ C・クランフです。クランフは 1917

メリカシカゴにて誕生しました。青年弁護士ポール・ハ

年のアトランタ国際大会で、次のように述べています。

リスは、友人 3 人と、お互いに信頼のできる公正な取 「諸々の社会奉仕を今まで通りに実行していくには、慈
引をし、仕事上の付き合いがそのまま親友関係にまで発

善・教育・そのほかの社会奉仕の分野において世界でよ

展するような仲間を増やそう、と考え設立されました。 いことをするための基金を作るのが、極めて適切である
「ロータリークラブ（Rotary Club）」という名称は、当

と思われる」後にこのビジョンを土台として誕生したの

初会合を会員の事務所で輪番（持ち回り）（in rotation） がロータリー財団です。彼の「世界でよいことをする」
で開いていたことから「Rotary」（回転する、回転式の） という言葉が、財団の標語となりました。
という呼称になったと言われています。シカゴ・ロータ

彼が提唱した「世界でよいことをするための基金」そ

リークラブは設立後 3 年で会員数は 200 名を超えたそ

の 1917 年はどういう時代だったかと言うと、1914 年

うです。シカゴ・ロータリークラブが最初に行った社会

から始まった第 1 次世界大戦の真っただ中でした。自

奉仕活動は、公衆トイレ設置運動でした。無料の公衆

分の勝利、自分の身の安全、家族以外を信じることがで

トイレに反対する醸造組合と百貨店組合の妨害もあり

きない。皆、自分の事で頭が一杯な時代でした。そんな

1907 年の提唱から完成まで３年を要しましたが、単な

中彼の目には全く違う光景が見えていたのかも知れませ

る寄付行為ではなく市民運動にしていったことが、ロー

ん。しかし残念ながら、その声は仲間たちの心を動かす

タリーの社会奉仕活動の方向性を示唆しています。

ことは出来なかったのです。初めて集まった基金はわ

親睦か 奉仕か

ずか 26 ドル 50 セント（日本円に換算して 53,000 円）

創立して２～３年で、シカゴ・ロータリークラブ内で、 でした。
会員同士の親睦や金銭的な相互扶助を優先させようとす

それから 10 年程、基金は注目されることなく集まる

る「親睦・互恵派」と、精神的な仲間意識を大切にし、 金額も僅かだったそうです。しかし、彼は諦めず各地の
対外的な奉仕活動を積極的に行っていこうとする「奉仕・

リーダー達に粘り強く基金の重要性を訴えたそうです。

拡大派」の対立。因みに、ロータリーの例会の中で歌を

それから約 10 年後、ようやく時のリーダーたちが基金

歌う（ロータリーソング）習慣は、このクラブ内の路線

に注目し、1928 年のミネアポリス国際大会で 「ロー

対立でぎすぎすした雰囲気を和らげようと、当時の流行

タリー基金」が「ロータリー財団」と

歌をみんなで歌ったのが始まりとされています。

当時、 管理委員であった

次にロータリー財団の基本的な事についてご説明しま

改称されました。

アーチ・C・クランフは次

のように述べています。「我々は、この財団を今日明日

の時点ではなく、何年、何世代の尺度で見つめるべきで
す。なぜなら、ロータリーは幾世紀にもわたる運動だか

は廃止。
2015 年約 30 年にわたるロータリーとパートナー組織

らです」

の懸命な取り組みにより、1988 年の GPEI 発

それでは次にロータリー財団の歴史について簡単にご
説明致します。

足以来、ポリオの発症数は 99.9%減少。
2017 年財団 100 周年の記念すべき年に再びアトランタ

1917 年当 時の RI 会長 アーチ C・クランフが「基金を

にて国際大会が開催されました。そして 2020

作り、世界的規模で慈善・教育・その他社会奉

年アフリカ大陸から野生株ポリオ撲滅が宣言さ

仕の分野で何か良い事をしよう」とアトランタ

れました。残るはパキスタンとアフガニスタン

国際大会で提案しました

2 か国となりました。

1928 年ミネアポリス国際大会で「ロータリー財団」と
正式に命名されました。
1930 年最 初の補助金「国際障害児童協会」に 500 ド
ルの補助金を授与

次にロータリー財団のプログラムについてご説明しま
す。・地区補助金（DG）・グローバル補助金（GG）・ポ
リオプラス・ロータリー平和フェローシッププログラム
地区補助金の種類地区補助金プロジェクト地区補助金

1947 年ポール・ハリスの逝去後「追悼は献花ではなく

は、地域社会と海外において、幅広いさまざまな人道的・

ロータリー財団への寄付」とハリスの意思が電

教育的活動を支援するものです。クラブが実施する社会

報でロータリアンに伝えられ 130 万ドルの追

奉仕活動や国際奉仕活動が該当しますが、一定の条件が

悼寄付が集まる。

あります。

1957 年ポール・ハリス・フェロー認証プログラムを創
設
1965 年「マッチング・グラント」プログラムの開始
1978 年大 規模な人道的取り組みを可能とする「保健、

地区補助金の対象となる活動は、次の活動です。
● ロータリー財団の使命にあてはまる活動
● ロータリアンが積極的に関与する活動
 地区補助金は、ロータリアンが柔軟性をもってプロ

飢餓追放及び人間性尊重（3-H）補助金プログ

ジェクトに活動出来る補助金で、地区財団活動資金 (

ラム」を設立

ＤＤＦ ) を通じて提供されます。

1879 年ロ ータリーがフィリピンで 600 万人の児童へ
のポリオ予防接種活動を開始。
1980 年「予防接種を通じてポリオを撲滅する」ことが
ロータリーの目標に

地区補助金奨学生
ロータリーの理念に即した修学と奉仕を志す「地区補
助金奨学生」は所定の手続きにより募集選抜し、奨学金
の給付等を通じて国際理解と世界平和の促進を支援しま

1981 年ロータリー財団が恒久基金を創設

す。授与する奨学金の上限額は、20,000 ドルです。外

1985 年ポリオプラス・プログラムを創設

国語の勉強ではなく、1 学年（9 ヵ月間）学ぶ正規の学生。

1988 年数 年間にわたるポリオプラスキャンペーンで約

2018 年 9 月 1 日から 2019 年 6 月 30 日までの新学期

2 億 4,700 万ドルを募金。ポリオ予防接種活動
でロータリーの成果がきっかけとなり、世界保

から大学・大学院で就学を開始する者。
第 11 グループの今年度の地区補助金事業をご紹介し

健総会が世界ポリオ撲滅推進活動 (GPEI) を創設。 ます。柏南 RC がケニヤにて建物の修復を行います。ま
GPEI G
 lobal Polio Eradication Initiative（ 世 界 ポ リ オ

た、柏 RC は松ヶ崎城址公園再整備事業を計画していま

撲滅推進活動）の略称。

す。この他に今年度特別な補助金（コロナ）へ柏 RC が

1994 年西半球のポリオ撲滅を宣言。

防護服の寄贈を行っています。昨年度は何とグループ内

1999 年ロータリー平和センターを設立

全てのクラブが補助金を活用した事業を実施しました。

2000 年オーストラリアから中国まで広がる西太平洋地

柏 RC タイでの教育の支援、我孫子地域社会の発展、柏

域のポリオ撲滅を宣言。ビル & メリンダ・ゲイ

西 RC タイでの水と衛生の支援、柏東 RC 地域社会の発展、

ツ財団が 1 億ドルのチャレンジ補助金をロータ

柏南 RC ケニヤでの教育の支援事業を行いました。

リーに授与

グローバル補助金プロジェクト

2012 年インドがポリオ常在国のリストから外れる。

・2 か国以上のクラブ（地区）が協力。

2013 年未来の夢計画導入。簡素化された補助金モデル

・現地調査が必要。

を導入。新しい補助金モデルの下、グローバル
補助金と地区補助金の 2 種類を導入。これに伴
い、3-H 補助金、マッチング・グラント、旧地
区補助金、国際親善奨学生、研究グループ（GSE）

・継続性のある成果を上げ、かつその成果を測る事が必
要。
・双方が補助金を申請する前に参加資格の認定を受ける
必要があります。

参加資格

プラスは最初の頃と意味が変わりポリオ撲滅活動を推進

①ク ラブ会長と会長エレクトがクラブ覚書（MOU）に

する過程でさまざまな副産物が生まれました。例えば、

同意し署名
②任 命を受けた会員が地区 R 財団補助金管理セミナー
に出席
・その他の要件
ロータリーの７つの重点分野に該当する事。
・1 プロジェクト DDF15,000 ドル以下（同額 WF より
上乗せ）
グローバル補助金奨学生

ポリオワクチンを投与する時、ビタミンＡのサプリメン
トを一緒に配布して健康面での効果を上げたり、ワクチ
ンの運搬、保存のための新しい物流システムや、ポリオ
発症を監視する世界的ネットワークができ、他の感染症
の状況も監視できるようになりました。現在では、これ
らポリオ撲滅活動でもたらされた成果全体をプラスと呼
んでいます。
ポリオについて今一度復習しましょう。ポリオ、急性

ロータリー財団が定めた７つの重点分野のいずれかに

灰白髄炎は小児マヒとも呼ばれ、ポリオウイルスによっ

合ったキャリアを目指し、大学院レベルの研究目標もそ

て発生する感染症です。名前のとおり子ども（特に 5

れに沿ったものであり、海外の大学院で勉学する意欲あ

歳以下）がかかることが多く、麻痺などを起こすことの

る留学生に対し 40,000 ドル（DDF2 万、WF2 万）を上

ある病気です。

限に奨学金を授与します。

・野生株ポリオウイルスは 1 型、2 型、3 型の 3 種類。

これまでのロータリー／ロータリー財団の６つの重点
分野に新たに今年の 6 月に「環境の保全」が加わり７
つの重点分野になりました。

・野生株 2 型ウイルスは 1999 年に撲滅。
・野生株 3 型ウイルスへの感染例は 2012 年を最後に発
生がない。

ロータリーの奉仕部門は DLP、CLP の導入によりこ

※ 1980 年に世界保健機関 (WHO) により根絶宣言が出

れまでの４大奉仕部門から５大奉仕部門へと変わりまし

された天然痘に続いて WHO が根絶のために各国と協力

た。私のクラブでも何か奉仕活動を行う際に、これは社

して対策を強化している疾患です。ポリオウイルスはエ

会奉仕が担当だとか、青少年も関係あるのでは？という

ンテロウイルスの一種です。エンテロウイルスとはヘル

議論があります。個人的にはこの５つの分類に少し違和

パンギーナや手足口病を引き起こすウイルスなどの仲間

感を感じていました。そのような時…二年前クラブで、 です。これらのウイルスは便に含まれるウイルスを間接
時の職業奉仕委員長が何故かシンガポールに職場見学を

的に採取することや、タオルやドアノブなどにより接触

兼ねた打ち上げ旅行に行きたいと熱望し、実現する事に

感染します。また、一度ポリオウイルスに感染すると、

なりました。現地のクラブに MU しようという話になり、 症状がなくても数週間ウイルスが便中に排泄され続けま
たまたま多少英語が話せるという事で、Facebook を通

す。

じ、現地のクラブのメンバーと SNS を利用し、アポイ

感染経路：ポリオは、ポリオウイルスが人の口の中に入っ

ントを取り付け、
二十数名で MU することになりました。 て、腸の中で増えることで感染します。増えたポリオウ
例会時にクラブのメンバーといろいろ話している中で、 イルスは、再び便の中に排泄され、この便を介してさら
「あなたのクラブは何の奉仕に取り組んでいますか？」 に他の人に感染します。成人が感染することもあります
と聞かれ、返答に困っていると、「私たちのクラブでは

が、乳幼児がかかることが多い病気です。潜伏期間は 3

水と衛生」を重点的に取り組んでいます。たまに教育の

～ 21 日です。

支援をします。というのです。一瞬何の事かと思いまし

症状：感染者の 90 ～ 95％は症状が出ません（不顕性

たが、ロータリー（ロータリー財団）の６つの重点分野

感染）が、約 5％には発熱、頭痛、のどの痛み、おう

だと気づきました。海外のクラブ特に英語圏の国ではこ

吐、倦怠感、下肢痛などの症状が見られます。感染者の

の 7 つの重点分野を軸に奉仕プロジェクトを実施する

200 人に 1 人に下肢麻痺が出現し、そのうち 5-10%が

事が常識となっています。紛争の解決・疾病との闘い・

呼吸筋麻痺により死亡すると言われています。

水と衛生・母子の健康・地域経済の発展・環境の保全

治療：残念ながら特効薬などの確実な治療法はありませ

話を戻します。ポリオプラスは、国際ロータリーの特

ん。麻痺に対しては、残された機能を最大限に活用する

別プログラムであり、撲滅の認定が達成されるまでは、 ためのリハビリテーションが行われます。
ほかのすべてのプログラムに対して優先されます（ロー

1960 年春以来北海道全域を襲ったポリオ。夕張市を

タリー章典 40.010.）
。ロータリーの最重要プログラム

中心に , 赤平 , 歌志内など付近の炭鉱地帯に広がりまし

となっております。プラスとはポリオの他、ハシカ・ジ

た。写真は「小児マヒとたたかう母と子」より 北海道

フテリア・結核・破傷風・百日咳の五つの主要伝染病を

各地で、 1960 年 12 月 20 日現在、罹患者 1,641 人 ,

プラスとして同時追放を目的にしておりましたが、この

うち 106 人の死亡者を出しました。 1960 年の流行は

北海道のみではなく、全国にポリオ I 型が流行し、岩手、 る。1988 年の第 41 回世界保健総会で採択された、ポ
愛知、山口、愛媛、宮崎などの各 県にまたがり、北九

リオを世界から根絶する決議に基づき、世界保健機関

州では集団発生し、ポリオ届け出 患者数は 5,606 名を （WHO）、国連児童基金（UNICEF）、アメリカ疾病対策
記録しました。

センター（CDC）、国際ロータリーが共同で立ち上げ、
（そ

ポストポリオ症候群

の後ビル＆メリンダゲイツ財団、GAVI（ワクチンと予

幼少期において麻痺型ポリオを発症した人の 25%か

防接種のための世界同盟）が加わる）以降、2000 年ま

ら 50%は急性症状の回復から数十年後に、特に新たな

でのポリオ根絶を目標として、各国政府や国際機関と協

筋力低下や極度の倦怠感などのさらなる症状を発現す

力しながら子どもに対する定期的なワクチン接種などを

る。この状態はポストポリオ症候群（PPS、ポリオ後症

実施してきた。1988 年当時は世界で年間 35 万人発生

候群）
、ポストポリオ後遺症として知られる。

していた患者数は 99％削減され、当時 125 カ国以上あっ

ではそのポリオ、野生株による最新の症例数です。 た野生株ポリオの常在国は、2020 年パキスタン、アフ
2020 年の最新（10 月 21 日）現在ではパキスタンで

ガニスタンの２カ国にまで減少した。

79 例、アフガニスタンで 53 例、計 132 例となってお

それぞれの役割

ります。2015 ～ 2016 年にかけ激減し、いよいよ一桁

世界保健機関：戦略担当

代かと期待されましたが、残念ながら 2019 年に入り再

GPEI の実施と管理を担当し、各国の保健省に技術面

び増えてきました。しかしこれも一時期的な現象ではな

や運営面でのサポートを提供しています。また、活動成

いかと現地で活動したロータリアンより聞いておりま

果のモニタリング、戦略の立案も行っています。

す。

ユニセフ：予防接種

その背景にある事情を少しご紹介します。「パキスタ

ポリオワクチンの購入と分配のほか、社会動員（social

ンでポリオ接種従事者の殺害続く」 2012 年以降パキ

mobilization）活動として、人びとに予防接種の効用を

スタンにおいてポリオの予防接種はとても困難な状況が

説明し、認識向上に努めています。現地ではフィールド

続きました。大勢のポリオワーカーの方たちが武装勢力

ワーカーが地元の保健従事者やボランティアと協力し、

に襲撃され殺害されました。その背景にあったのは…

子どもたちへの予防接種を行っています。

（CNN 記事より抜粋）

米国疾病対策センター：ウイルス対策

パキスタンでは昨年５月、米軍特殊部部隊が国際テロ

疫学者、公共保健専門家、科学者を起用し、ポリオ流

組織アルカイダ指導者オサマ・ビンラディン容疑者の潜

行に関する調査、ウイルスの種類と感染源の特定を行っ

伏先を襲撃し殺害していたが、米中央情報局（ＣＩＡ） ています。
が同容疑者の存在を確認するため予防接種を装って家族
らの DNA を採取していた。この工作が発覚した後、パ
キスタン内では予防接種に対する不信感も広がった。
2012 年～ 2015 年の 4 年近く、パキスタン北西部
（多くの部族が住むアフガニスタンとの国境地帯）の子

ロータリー：アドボカシー活動・寄付
ロータリー会員の持つビジネス・専門知識、ボランティ
アのネットワークを生かして、ポリオ撲滅のための認識
向上、募金活動、各国政府への働きかけを行っています。
これまでに 100 万人以上の会員がボランティア活動や

ども約 50 万人が、予防接種をまったく受けていません

募金を支援しました。

でした。この地域の山間部の半自治地域は、当時タリバ

そのほかの活動パートナー

ンなどの武装グループの支配下にあり、ポリオ予防接種

GPEI の中核を担う上記の 4 団体（世界保健機関、米

が禁じられていたのです。このことが、2014 年のポリ

国疾病対策センター、ユニセフ、ロータリー）のほかに

オ流行の悪化につながりました。同国でのすべてのポリ

も、多くの団体・政府がポリオ撲滅活動を支えています。

オ発症の約 70％が、この地域で確認されたものでした。 ビル＆メリンダ・ゲイツ財団：GPEI の強力なパート
2015 年の掃討軍事攻撃によりタリバンが北部地域から

ナーとして、民間団体としては最高額の 19 億ドルを提

追いだされたあと、100 万人以上の住民が近隣地域や

供しました。ロータリーともパートナーシップを組み、

隣国アフガニスタンに移動しました。これが難民危機を

ロータリーが集めたポリオ撲滅への寄付に 2 倍の額を

引き起こし、国内避難民キャンプに数万人がなだれ込み

上乗せする支援も行っています（2018 年まで毎年最大

ました。

3500 万ドルが上乗せ対象）。

次にポリオ根絶への取り組み（枠組み）について説

各国政府：ポリオ撲滅活動の大部分は、各国政府からの

明します。GPEI とは感染症のポリオを地球上から根

資金援助で支えられています。また、ポリオ常在国や高

絶するために設立された国際的な協力の枠組み。世界

リスク国で予防接種を実施するには、現地政府の支援が

ポリオ根絶計画、世界ポリオ撲滅計画などとも訳され

不可欠です。

各地の保健従事者：保健従事者たちは、情勢不安な地域

は、免疫をつくるのに必要な成分を取り出して病原性を

で身を危険にさらしても活動を続け、子どもたちをポリ

無くしてつくったものです。ウイルスとしての働きはな

オから守っています。パキスタンでは戸別訪問を行い、 いので、ポリオと同様の症状が出るという副反応はほと
女性の保健従事者が母親たちに予防接種について説明し

んどありません。百日せきや日本脳炎のワクチンが不活

ています。予防接種への不安をなくし、遠隔地域へワク

化ワクチンです。日本では 2012（平成 24）年 9 月 1

チンを届ける活動も行っています。

日から生ポリオワクチンの定期予防接種は中止され、不

GAVI アライアンス：ワクチンと予防接種のための世界

活化ポリオワクチンの定期接種が導入、 生後 3 カ月か

同盟である GAVI は、世界の最貧国にワクチンを提供し

ら基本的に計 4 回の 4 種混合ワクチンの予防接種を行

ています。定期予防接種で少なくとも 1 回は不活化ポ

います。(4 種混合ワクチン・・・ジフテリア・百日せき・

リオワクチンの注射を提供できるよう、GPEI との協力

破傷風・不活化ポリオワクチン )

も進めています。

第 3 ゾーンのエンドポリオコーディネーター松本医

1 回わずか 70 円ほどの経口ワクチンですが、一体な

師（松本祐二 PDG）のお話を少し引用させていただき

ぜいつまでもお金がかかるのでしょうか？世界から集

ます。これは日本の話です。日本では生後 3 か月にな

まったお金のうち、約 40％が直接的にポリオワクチン

るとポリオワクチンを含んだ 4 種混合ワクチンを 2 歳

の投与に使われています。残りの 60％は監視体制の維

までに計 4 回接種します。4 種混合ワクチン購入価格

持、
構築や教育といった間接的な分野に使われています。 は 1 本約 6,600 円程度です。ポリオを含まない 3 種混
2017 年 11 月号のロータリーの友の記事（横組み） 合ワクチンは 1,581 円です 6,600 － 1,581 円＝ 5,019
にポリオについての非常に分かりやすい記事が掲載され

円

ていました。ゲイツ財団のポリオ撲滅プログラム責任者

本全体で 864,000 の赤ちゃんが生まれています。（予防

ジェイ・ウェンガー氏が、伝染病の研究者としてポリオ

接種は 100％ではないので、仮に接種率を 90％とする

を永久に撲滅することがどれほど重要なのかを語ってい

と ）864,000 人 × 0.9 ＝ 777,600 人 × 20,000 円 ＝

ます。1930~1950 年代に起こったポリオの脅威がどれ

約 155 億円となります。これがポリオと資金の現実で

ほど大きかったかを理解しなければなりません。夏が

す。

やって来ると、親たちは、自分の子供が病気にかかって
まひを引き起こすか命を落としてしまうのではないかと
怯えていました。最初のワクチンが 1955 年に出たとき
は医学の奇跡と称賛されました。ポリオウイルスは脊柱

約 5,000 円です。4 回で 20,000 円です。一昨年日

では我々にできることは何でしょう？
・第 1 にポリオプラス基金に一人 30 ドル以上の寄付で
す。
・次にアドボカシーです。アドボカシーとは特定の問題

の中にある細胞を侵します。その細胞が一度破壊される

に対する政治的提言や政策提言の事です。

と、脳から筋肉に伝達する手段がなくなり、曲げたり伸

・SNS での情報発信・ロータリーカードを使う

ばしたりすることができなくなります。肺や横隔膜の筋

ロータリー平和フェロープログラム

肉に影響が及ぶと呼吸ができなくなります。ウイルスは

毎年、ロータリー平和センター提携大学で学ぶ最高

人の体内でしか繁殖することができず、排出されるまで

130 名のフェローが世界中から選ばれ、ロータリーか

の数週間から１カ月ほどしか生きられません。ウイルス

らフェローシップ（全額支給の奨学金）が授与されます。

は便とともに排出されますが、一度人の体から出るとウ

フェローシップには、授業料・入学金の全額、滞在費（宿

イルスが生きられるのは１~ ２週間です。その間に次に

舎・食費）、往復航空券、インターンシップと実地研修

感染させる人を見つけなければ、ウイルスは次々に死ん

の費用が含まれます。

でいきます。感染の連鎖を断ち切る事ができれば…
次にワクチンについて少し説明します。生ポリオワク
チンには、病原性を弱めたウイルスが入っています「生
ワクチン」別名経口ワクチン（OPV) は、ポリオウイル

毎年、世界各地の名門大学にて修士号（年に 50 名まで）
と専門能力開発修了証（年に 80 名まで）を取得するた
めの奨学金がロータリー財団から授与されます。
平和センターは世界の 7 つの名門大学と提携してい

スの病原性を弱めてつくったものです。ポリオに感染し

ます。

たときとほぼ同様の仕組みで強い免疫が出来ます。免疫

・国際基督教大学（東京，三鷹市）

をつける力が優れている一方で、まれにポリオにかかっ

・クイーンズランド大学（オーストラリア、クイーンズ

たときと同じ症状が出ることがあります。その他、はし

ランド州）

かや風しんのワクチン、結核のＢＣＧが生ワクチンです。 ・ブラッドフォード大学（英国、ウエスト・ヨークシャー
不活化ポリオワクチン（IPV) は、不活化した（殺し

州）

た）ウイルスからつくられています 「不活化ワクチン」 ・デューク大学／ノースカロライナ大学チャペルヒル校

（米国、ノースカロライナ州 ＊ 2 校で 1 ロータリー平
和センターを共有）

予防です。ロータリアンはこれまで、122 カ国、20 億
人以上の子どもたちへのポリオ予防接種を支援してきま

・ウプサラ大学 ( スウェーデン、ウプサラ )

した。わずか 70 円ほどのワクチンで、一人の子どもを

・チュラロンコーン大学（タイ、バンコク）

生涯ポリオから守ることができます。ポリオ撲滅のため

ホストエリア協議会

の基金「ポリオプラス」へは毎年 1 人当たり 30 ドルの

ロータリー平和センターの所在地域の周辺地区ではホス

寄付をお願いしています。

トエリアを構成しています。日本では国際基督教大学が

そして新たに災害支援基金が加わりました。ロータ

所在する

リークラブや地区による災害救援活動や復興活動 に生

第 2750 地区東京 がホスト地区として中心になり、近

かされます。この基金へのご寄付は、特定の災害に指定

隣の

することはできず、 ロータリー災害救援補助金を通じ

第 2580 地区東京

第 2590 地区神奈川

て活用されます。 また、年次基金が対象となる各種認

第 2780 地区神奈川

第 2770 地区埼玉

証や寄付データに算入されます。

当第 2790 地区千葉

当地区の寄付の目標額（日本の目標）は年次基金へ会

計 6 地区でホストエリア地区を形成しています。

員一人当たり 150 ドル、ポリオプラスへ会員一人当た

ホストエリアには、毎年新しいロータリー平和フェ

り 30 ドルです。ロータリー財団では皆様の寄付に対し

ローを受け入れる特別な課題と機会があります。ロータ

感謝の印として様々な認証レベルと認証品をご用意して

リアンによる受け入れはロータリー平和フェローの成功

います。ポー ル・ハリスフェロー (PHF) やベネファク

に欠かせないものであるため、フェロー一人一人にロー

ターなどが主なものです。

タリアンのカウンセラーが割り当てられます。また、毎

次にシェアシステムによる地区財団活動資金の流れ

年日本全国のロータリアン一人一人から寄付される 15

を簡単にご紹介します。3 年前の年次基金寄付総額は

円から唯一の被爆国で平和研究を行うフェローたちの

378,782.78 ドルでした。

広島研究旅行とホストエリアの維持活動の為にあてら

㋐ 378,782.78 ドル× 50％ =189,428.83 ドル

れています。更に第 2790 地区はこのプログラムに毎年

㋑前年度の恒久基金の収益の 50％ =33,301.08 ドル

25,000 ドルをＤＤＦから寄贈し平和推進地区に指定さ

㋒前年度の繰越金 ( 仮 )132,633.95 ドル

れています。
ロータリー財団への寄付について

㋐～㋒の合計が地区財団活動資金で 324,418.86 ド
ル と な り ま す。 そ こ か ら 地 区 補 助 金 へ 120.419 ド

ロータリー財団への寄付は大きく分けると年次基金、 ル、グローバル補助金へ 105,000 ドル、ポリオプラス
ポリオプラス、恒久基金、その他基金、新たに災害支援

50,000、ロータリー平和センターへ 25,000、災害救援

基金に分かれております。中でも年次基金には毎年ご寄

基金へ 10,000 ドル、冠名基金へ 25,000 ドル寄贈の予

付をいただく必要がございます。年次基金寄付は、ロー

定です。

タリー財団への寄付の基盤です。地区補助金プログラム

今年度もポリオプラス寄付に対し、ゲイツ財団が

の主な資金源等になります。当地区では会員１人当たり

5000 万ドルを上限に倍の上乗せをします。因みに DDF

150 ドルを目標に寄付をお願いしております。年次基

からポリオプラスに寄贈すると、DDF １に対し WF が

金寄付は 3 年後にシェアシステムにより地区財団活動

１上乗せされ２になります。それに対しゲイツ財団が２

資金（DDF）と国際財団活動資金（WF）に 50%ずつ配

の倍の４を上乗せするため６になります。引き続き本年

分されます。DDF は地区の裁量の下に「地区補助金」、
「グ

度も地区及び地区財団委員会に対しては積極的に DDF

ローバル補助金」、「ポリオプラス」や「ロータリー平和

からポリオプラスへの寄贈を働きかけましょう。7.6%

センター」への寄贈等に全額使われます。年次基金が今

でした。リーマンショック時には大きく損失を計上しま

日の財団プログラムを支える一方、恒久基金は明日の財

したが、平均すると十分な収益をあげています。

団プログラムを確かなものとするために、元金には手を

財団への寄付の収支は毎年収支報告書として

つけず投資収益のみを使います。

MyROTARY にて確認する事ができます。過去 20 年間

ポリオ基金

の投資収益（投資実績）は平均で 7.6%でした。

ポリオ（急性灰白髄炎（きゅうせいかいはくずいえ
ん）いわゆる小児マヒ）は、身体麻痺の後遺症をもたら
し、時として命さえも奪う伝染病です。この基金は、ポ
リオを世界から撲滅するという目標を達成するために利
用されます。治療法のないポリオに対する最善の対策は

ガバナー補佐

鈴木

桂三

会場風景

様

集合写真

これからの例会予定
月日
曜日 例会
11 月 20 日 金 通常
11 月 27 日 金 通常
12 月 4 日
金 通常
12 月 11 日 金 通常
12 月 18 日 金 通常

卓話者・他内容
森永誠一郎会員
榎本洋史会員
大沼隆会員
年次総会・クラブ協議会
小山田博史様（柏商工会議所会）

出席報告

ホストクラブ

次回の例会は

柏西ロータリークラブ

11 月 20 日 ( 金 ) 通常例会です。

クラブ会報委員／齋藤敏文、東海林康之、秋元慶一、大久保文宏

卓話・会報の原稿は kwrc.photo@gmail.com までお送り下さい。

会員数

６２名

欠席者

０名

出席率

100％

欠席報告は、木曜日の午前中まで
※ LINE グループ「柏西ロータリークラブ」

※柏西ロータリークラブ事務局「04-7162-2323」
☆事前に欠席が分かる方は SAA にお知らせ下さい

