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（WHO）、ユニセフ、米国疾病対策センター（CDC）、ビル＆メリ
ンダ・ゲイツ財団、そして各国政府を含む官民共同の取り組みで
す。ロータリーは主に、アドボカシー、ファンドレイジング、ボラン
ティアの動員、認識向上における重要な役割を担っています。
ポリオの現況
現在も野生ポリオウイルスによる感染が続いているのは、アフガ
ニスタン、ナイジェリア、パキスタンの 3 カ国となっています。２０１
６年に報告された野生型ポリオウイルスによる発症数は３７件とな
っており、毎日約１，０００件の発症が確認されていた１９８０年代
と比較すると９９.９％以上の減少となります。

第１６５４回例会 会長挨拶

課題
残る０.１％のポリオとの闘いが最も困難であると言われていま
す。これは、遠隔地、不十分な公共インフラ、紛争、文化的障壁
といった要因が、予防接種活動の妨げとなっているためです。ポ
リオを撲滅するまでは、世界中の国が再発生のリスクにさらされ
ています。

会長 前田守
皆さんこんにちは。
本日より、例会場にリキッドタイプのコーヒーを用意致しまし
た。先週の例会でもお話をさせて頂きましたが、是非例会４５分
～３０分前に例会場に来て頂き、会員同士でのコミュニケーショ
ンの時間をとって頂きたいと思います。
さて、去る８月１日に４クラブ合同のポリオ撲滅街頭募金の打
ち合わせに行って参りました。ロータリーのポリオ撲滅の取り組
みについては、お分かりの方がほとんどと思いますが、あらため
て「ポリオとロータリー」についてお話をさせて頂きます。

ポリオを撲滅するために
ロータリーは、今後３年間で毎年５,０００万ドルを集めるファンドレ
イジングを行っています。ゲイツ財団とのパートナーシップによ
り、ロータリーからの５,０００万ドルの寄付に対して、２倍の額の寄
付がゲイツ財団から上乗せされます。これらの資金は、撲滅活
動の運営、医療従事者の確保、研究所の設備、保健従事者と
親への教育のために使用されます。資金の確保においては、政
府や企業、個人が大きな役割を果たします。

ポリオとは
ポリオ（急性灰白髄炎・小児麻痺）は、ウイルス感染によって発症
する病気で、ワクチンでの予防が可能です。感染した場合、ウイ
ルスが神経組織に入って身体まひを引き起こし、ときには死に至
ることもあります。５歳以下の子どもに感染する確率が高く、「小
児まひ」とも呼ばれています。

活動するロータリー
１００万人以上のロータリー会員が、ボランティア、寄付、募金活
動を通じて撲滅活動を支援しているほか、大勢の会員がポリオ
感染のリスクが高い海外の地域社会に赴いて、予防接種活動に
参加しています。また、ユニセフなどの団体と協力し、紛争や地
理的・経済的要因によって隔離された地域で予防接種への認
識を高めるためのコミュニケーション活動を実施しています。さら
に、ボランティア動員やワクチン輸送などの手配面でも支援を行
っています。

ポリオプラス
ロータリーは１９８５年、大々的な予防接種を通じてポリオの撲滅
をめざす「ポリオプラス」を開始しました。これまでに１７億米ドル
以上を投入し、ロータリー会員は１２２カ国の２５億人以上の子ど
もに予防接種を行うために多大な時間を捧げてきました。また、
アドボカシー（政策提言：政府への働きかけ）を通じて、ドナー国
政府からの７２億ドル以上の資金確保に貢献しています。
世界ポリオ撲滅推進活動
世界ポリオ撲滅推進活動（GPEI）は、ロータリー、世界保健機関
といった要因が、予防接種活動の妨げとなっているためです。ポ
リオを撲滅するまでは、世界中の国が再発生のリスクにさらされ
ています。

第２６２０地区のポリオ撲滅キャンペーン活動
今年度の松村ガバナーは地区目標に「ロータリー公共イメージ
の向上とＥＮＤ ＰＯＬＩＯへの支援」を改めて掲げました。これを
基軸とした地区活動活性への取組みを支援することを目的に、
「世界ポリオデー」に向けた「撲滅まで『あと少し』 ＠世界ポリオ
デー」 キャンペーンを実施することになりました。このキャペーン
を実施するにあたり、沼津４ロータリークラブでは、より効果的な
街頭募金活動を行う為、合同で実施することと致しました。
【準備品等】
・サントムーン柿田川様で用意する物
イーゼル（告知スタンド）

沼津４ロータリークラブ会長とサントムーン柿田川の社長の飯田
瓦様、副支配人の西島俊則様とポリオ撲滅街頭募金活動開催
に関する打合せをさせて頂きました内容についてお話をさせて
頂きます。
【開催日時】
平成２９年９月２３日 １０：３０～１３：００
スタッフ準備 １０：３０～１１：３０
募金時間
１１：３０～１２：３０
片付け
１２：３０～１３：００
【場所（位置）】
正面入口、西側入口（一番出入りが多い）、北側入口の３箇所
で行う。当日は秋分の日で「ラッキーフェスタ」が行われる。
※午前中ラジオ生放送あり 取材依頼
【準備品等】
○サントムーン柿田川様で用意する物
・イーゼル（告知スタンド）
・のぼり旗用スタンド８本
・大型モニター※「End Polio Now」動画をセントラルコート正面
玄関側にて流す
・３箇所にテーブル
○各ロータリークラブにて用意する物
・ポスター各２枚 計８枚
・ドネーションボックス 各２セット計８個
・のぼり旗 各２セット 計８セット ※のぼり旗の台はサントムー
ン柿田川様で用意

幹事報告
■ 事務連絡 ■
＊ガバナー事務所より
ガバナー月信８月号 到着
＊ロータリーの友事務所より
ロータリーの友８月号 到着
＊ロータリー日本財団より
確定申告用寄付金領収証 到着
＊米山記念奨学学友会より
会長就任挨拶＆ご協力のお願い 到着
■ 例会変更 ■
＊ありませんでした
■ 週報到着 ■
沼津北ＲＣ・沼津西ＲＣ

本日のゲスト・ビジター
ビジター・ゲストはありませんでした。

【事前告知】
○ＦＭ局への告知・取材等
・ＦＭラジオ局事前告知及び当日放送
・ＦＭ伊豆（伊豆市） ＦＭなぎさステーション（伊東）
ＦＭ熱海湯河原 ＦＭボイスキュー（三島函南）
ＦＭコースト（沼津）
・新聞・テレビ局依頼等
静岡新聞とＳＢＳ/沼津北ＲＣさんより４クラブ合同で取材依頼
伊豆新聞/サントムーン柿田川様より取材依頼する
・館内告知等
ホームページ及び館内に事前告知と新聞掲載記事を掲載
※館内イーゼルにて告知
○その他
各クラブより募金活動を地域広報誌に掲載依頼

スマイル報告
齋藤悦生
齋藤悦生
太田昭二
太田昭二
加部慎也
前田 守
安本 晋
濱田清明
濱田清明
濱田清明
梅田欣一
梅田欣一
梅田欣一

【当日控え室の利用】
２階会議室を控え室として利用させて頂く
※休息室及び荷物置きスペースとして利用
【募金活動を行う上での注意事項】
入口にて募金活動を行う場合、募金活動スタッフは必ず片側
のみに並ぶ ※両側に並ばれると威圧感があり、募金をしてく
ださる方が募金箱に入れにくいとの調査結果が出ている。高
齢者ばかりだと募金する方がひいてしまう可能性もあるので、
インターアクトにも募金への参加を呼びかける。

米山記念奨学会へ。
ロータリー財団へ。
米山記念奨学会へ。
ロータリー財団へ。
ロータリー財団へ（１年分）×１２口
今月も宜しくお願いします。
本日早退すみません。
ロータリー財団へ。
米山記念奨学会へ。
今月も宜しく。
ロータリー財団へ。
米山記念奨学会へ。
早退します。

委員会報告
奉仕プロジェクト委員会

【その他】
館内に掲載する事前告知用のポリオ画像及び館内モニターで
流すポリオ動画ソースを西島様へ前田より送る。入室手続きを
事前に行う為、事前にサントムーン柿田川様に参加者名簿を
提出する。

委員長 梅田欣一
職業奉仕旅行は１０月６日(金)～で一泊二日の予定です。詳細が
決まり次第お知らせ致します。

はげみ会
本日の卓話の時間ですが、クラブ協議会とさせて頂き、会員増
強・新クラブ結成推進月間ですので、会員増強について皆で情
報交換をしたいと思います。どうぞ、宜しくお願い致します。
本日の会長挨拶は以上です。

はげみ会幹事 梅田欣一
８月６日にコンペ開催しました。沼津西ＲＣより５名、当クラブより６
名参加でした。次回は１１月１９日(日)を予定しております。

クラブ協議会

第３回

理事会報告

会員増強について２グループに分かれ意見交換しました。
Ａ＆Ｄテーブル意見
◎地元清水町商工会や商工会青年部の人が入らない理由
・三島地区のロータリークラブからの入会勧誘が強い
・「柿田川ＲＣは何をやっているの？」という問い。「柿田川公園に
テーブル・ベンチを寄付している」としか応えられない。
・ロータリークラブのイメージを持ってもらえていない。
・「私達のクラブでは何々をやっている」と言い切れない。
◎地域でのアピール
・他のクラブではスポーツ大会の主催をしている。野球・サッカ
ー・フットサル等の各種大会。清水町では「フットサル大会」の主
催がいいのでは？
・すぐにできる活動として清水町内のイベントで「ポリオ募金活
動」を「ふれあい広場の」バザーで行う。
・清水町で行われるいろいろなイベントでポリオ募金活動を行う。
Ｂ＆Ｃテーブル菊地会員意見
・自分自身がロータリーに入会した動機を思い出し、「なぜ入っ
たのか」を分析して、勧誘活動にいかしてみてはどうか。見込み
会員の選定をし、プレアプローチして情報収集、クラブにフィー
ドバックする。

①９月の例会プログラムについて
０４日 1657 回 →例会変更 ２日(土)柿田川外来種駆除作業
１１日 1658 回 卓話（奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会） ※理事会 11:30
１８日 1655 回 祝日（敬老の日）
２５日 1659 回 →例会変更 ２３日(土)沼津４ＲＣ街頭募金
②職業奉仕旅行について
・日程 １０月６日(金)より一泊二日予定
・目的 ダンボール工場視察＆親睦
・詳細が決まり次第お知らせ致します。
③沼津４ＲＣ合同ポリオ募金活動について
・集合 １０：３０（募金活動は１１時～１３時）
④外来種駆除作業について(9/2･土)
・集合 １０時３０分（地域交流センター）
⑤ＩＭ準備の進捗について
・アトラクション、プログラム、講師、テーマは決定済。
・案内チラシを４パターン作成したので、本日選ぶ。

会長より
皆で意見・アイデアを出し合い、新しい「会員候補リスト」を作成し
ていきましょう。

ポールハリスフェロー
前年度の寄付により、ポールハリスフェロー又はマルチプルポー
ルハリスフェローとなられた方へ、先週に引き続き表彰の品を授与
致しました。

会員慶事
【本人誕生日】
齋藤悦生会員
【配偶者誕生日】
ありません。
【結婚記念日】
荒川康博・知栄子ご夫妻

加部慎也 ＰＨＦ ポールハリスフェロー
（本日出席者分のみ授与）

◆次回例会プログラム◆ 外部卓話（米山奨学生 マイ・ティ・フォン・ズン様）

出 席 報 告
会員数

１７名

出席計算に
用いた会員数

１７名

出席： 古泉・太田・菊地・前田・梅田・濱田 他 計１３名
出席数

１３名

出席率

76.47%

前々回 7 月 24
日修正出席率

欠席： 小川・荒川・伊藤・坪内

計４名

ＭＵ：

計４名

88.24%
太田・濱田・中田・石川

