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【来訪者紹介】

吉永会長

熊本第 1 グループガバナー補佐
末安俊治様（荒尾 RC）

【会長の時間】吉永会長
ポリオに関する事実をお話します。ポリオに最も感染しやすいのは 5 歳未満の子どもです。
治療法はないがワクチンで予防が可能だそうです。しかし野生型ポリオウイルスの常在国はわずか
3 カ国になります。1988 年以来、発症数は 99.9％減少にまで減少しました。ポリオを永久になくさない
限り感染リスクは全世界の子どもに影響を及ぼします。
□ポリオに関する最近の歴史と撲滅活動の主な進展
1894 年（明治 27 年）

米国史の記録に残る初のポリオ大流行（バーモント州）
18 人が死亡、132 人のまひ症状が報告される。

1908 年（明治 41 年）

ウィーンのカール・ラントシュタイナーとアーウィン・ポッパーの
2 名の医師が、ポリオがウイルス感染による病気であることを発表。

1916 年（大正 5 年）

ニューヨーク市でポリオの大流行が発生し、2,000 以上が死亡。
米国全土でも約 6,000 人が命を落とし数千人がまひ障害に。

1955 年（昭和 30 年）

米国史の記録に残る初のポリオ大流行より約 60 年、ジョナス・ソーク
博士が開発したワクチンが「安全で効果的である」と宣言される。

1960 年（昭和 35 年）

アルバート・セービン博士が開発した経口ポリオワクチンが
米国政府から認可される。

1979 年（昭和 54 年）

38 年前、フィリピンの 600 万人以上の子どものためにポリオワクチンを
購入・輸送プロジェクトがロータリークラブにて開始される。

1985 年（昭和 60 年）

国際ロータリーが民間による国際的な公共保健イニシアチブとしては
史上初かつ最大規模となる「ポリオプラス」を開始。
当初の募金目標は 1 億 2000 万ドル（約 130 億円）。

1988 年（昭和 63 年）

国際ロータリーと世界保健機関（WHO）が、「世界ポリオ撲滅推進活動」
（GPEI）を立ち上げる。当時の症例数は 125 カ国で推定 35 万件以上。

1994 年（平成 6 年）

International Commission for the Certification of
Poliomyelitis Eradication（ポリオ撲滅認定のための世界委員会）が、
南北アメリカ大陸からポリオが撲滅されたことを発表。

1995 年（平成 7 年）

中国とインドで、保健従事者とボランティアによりわずか 1 週間で 1 億 6500
万人の子どもにワクチンが投与される。ポリオのない国のロータリー会員が
世界のポリオ撲滅活動を支援するため、ロータリーが「ポリオプラス・パー
トナー」プログラムを立ち上げる。

2000 年（平成 12 年）

5 億 5000 万人（世界人口の 10 分の 1 近く）という記録的な数の子どもに
経口（ケイコウ、口から投与）ポリオワクチンが投与される。オーストラリ
アから中国にわたる西太平洋地域でのポリオ撲滅が宣言される。

2003 年（平成 15 年）

12 カ月間のキャンペーンでロータリー財団が 1 億 1900 万ドル
（約 130 億円）の募金に成功。ポリオ撲滅へのロータリーからの寄付総額が
5 億ドル（550 億円）を超える。
常在国の数は 6 カ国となる（アフガニスタン、エジプト、インド、
ニジェール、ナイジェリア、パキスタン）。

2004 年（平成 16 年）

アフリカの 23 カ国で 8000 万人の子どもを対象に一斉に全国予防接種日が
実施される。アフリカ大陸で最大規模の一斉ポリオ予防接種活動となる。

2009 年（平成 21 年）

ポリオ撲滅へのロータリーからの寄付総額が約 8 億ドル（870 億円）に。
1 月、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団が、ロータリーからポリオ撲滅に 2 億
ドル（220 億円）を寄付することを条件に、ロータリーに 3 億 5500 万ド
ル（380 億円）の補助金を提供することを発表。その結果、世界ポリオ撲
滅推進活動に合計 5 億 5500 万ドル（600 億円）が寄付される。

2011 年（平成 23 年）

ロータリーがポリオ撲滅の新しい啓発キャンペーン「あと少し」を立ち上
げ、各界の著名人がこれに参加。参加した著名人には、ビル・ゲイツ、ジ
ャッキー・チェン（俳優）などが含まれる。ポリオ撲滅へのロータリーの
寄付総額が 10 億ドル（1000 億円）を超える。

2012 年（平成 24 年）

インドで丸 1 年にわたりポリオ症例が確認されなかったことを受け、同国
がポリオ常在国リストから除外される。これにより、ポリオ常在国数は 3
カ国のみに。ロータリーが予定より 5 カ月以上早く「2 億ドルのチャレン
ジ」の募金目標を達成。

2014 年（平成 26 年）

インドで 3 年間、野生型ポリオウイルスによる新規症例が確認されなかっ

たため、世界保健機関（WHO）が東南アジア地域のポリオ撲滅を認定。ポ
リオの症例は 1988 年以来、99％減少。
ということです。世界中をあげてのとてもおおきな支援です。
みなさん、ご存知でしたか？

【幹事報告】渡邉幹事
○玉名中央 RC より例会変更・休会のお知らせが来ています。
９月２１日（水）⇒ガバナー公式訪問につき ９月２２日（木）
（玉名 RC と合同例会 場所：司ホテル）
９月２７日休会
○熊本中央 RC より例会取り止め並び変更のお知らせが来ています。
９月２２日（金）１２：３０～定款第８条１節に基づき取り止め
９月２９日（金）⇒９月２８日（木）１２：３０～
場所：ANA クラウンプラザホテル熊本ニュースカイ
○熊本西 RC より例会取り止めのお知らせが来ています。
９月１９日（火）定款第８条１節に基づき取り止め
（熊本西南・熊本中央 RC ガバナー公式訪問合同例会の為）
○職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕合同フォーラム開催のご案内が来ています。
日時：１０月２２日（日）１３：００～１６：３０
場所：ホルトホール大分
※申込み期日９月８日（金）最終締切日
○米山梅吉記念館より秋季例祭のご案内が来ています。
日時：９月１６日（土）１４：００～
場所：米山梅吉記念館ホール １４：００～
講師 伊藤 博氏
演題 ～ヒトと動物の絆～動物との共生により優しい心を育みましょう～
※館報回覧
○第２８回玉名ロータリー杯少年少女親善空手道錬成大会実施仮日程のお知らせが来ています。
仮日程 H３０年４月１５日（日）
場所

玉名市総合体育館（予定）

【委員会報告】
【スマイル報告】河田委員長
吉永会長会・渡邉幹事・・・ガバナー補佐末安様のご来訪心から歓迎致します。
千蔵さん・・・ガバナー補佐末安様のご来訪心から歓迎致します。
田原さん・中嶋さん・松本さん・・ガバナー補佐末安様のご来訪心から歓迎致します
クラブ協議会よろしくお願いします。
志賀さん・・・皆様のご来訪心から歓迎致します。

山田司さん・・・ガバナー補佐末安様のご来訪心から歓迎致します。
大石さん・吉岡さん・井上さん・松崎さん・・・ガバナー補佐末安様のご来訪心から歓迎致します。
クラブ協議会のご指導よろしくお願いします。
鶴田さん・・・ガバナー補佐末安様のご来訪心から歓迎致します。
高木幸さ・・・ガバナー補佐末安様のご来訪心から歓迎致します。早退します。
本田さん・・・ガバナー補佐末安様のご来訪心から歓迎致します。本年一年間お世話に
前回までの累計 ￥ ９５，０００
今

回 ￥ １６，０００

合
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【出席報告】河田委員長
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【今後のプログラム予定】
櫻井孝一氏 ANA クラウンプラザホテル熊本ニュースカイ社長
テーマ「ホテルについて」

【クラブ協議会】

司会進行 SAA 吉岡委員長

○会長挨拶 吉永会長
○熊本第 1 グループガバナー補佐挨拶
荒尾 RC 末安俊治様
先日は山鹿 RC のクラブ協議会へいってまいりました。山鹿さんは例会の終わった夕方に各委員長さ
んだけが集まって行われました。本日は玉名クラブの各委員会今期の抱負・企画等を聞かせていただ
きます。
○クラブ運営方針報告 吉永会長
今回当玉名クラブではじめてタイのほうへ国際奉仕事業を考えております。マスコミ・ホームページ
への対応しながら公共イメージを上げていき、それが会員増強へつながっていければと思います。初
めての試みです、何が起こるのか不安でもあり楽しみでもあります、頑張ります。
○クラブ概況報告 渡邉太朗幹事
現況といたしまして、7 月 1 日現在で会員数は 48 名、このあと 1 名入られましたので現 49 名です。
あとは例年通りで変更はございません。
○「委員会報告」
（各委員会はクラブ現況及び活動計画書にて説明）
・クラブ管理運営委員会

本田委員長

・ＳＡＡ

吉岡委員長

・出席（スマイル）委員会

鶴田副委員長代理発表

・プログラム委員会

大石副委員長代理発表

・親睦活動委員会

嫩副委員長代理発表

・メークアップ委員会

井上委員長

・公共イメージ向上・IT 委員会

大石副委員長代理発表

・会員増強委員会

松本秀藏会員代理発表

・奉仕プロジェクト委員会

松﨑委員長

・職業奉仕委員会

西村副委員長代理発表

・社会奉仕委員会

田原副委員長代理発表

・国際奉仕委員会

吉永会長代理発表

・青少年奉仕委員会

堀本委員長

・Ｒ財団 米山記念奨学委員会

村上委員長、小篠委員長

・クラブ財政委員会

渡邉太朗幹事代理発表

・クラブ戦略計画委員会

吉永会長

○講 評
熊本第 1 グループガバナー補佐
荒尾 RC 末安様
吉永会長のクラブ運営方針の中で、300～400 台の自転車をタイへ送る「放置自転車贈呈プロジェク
ト」事業のお話がありました。素晴らしい事業です、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
この玉名クラブさんの平均年齢が 59 歳とお聞きしました。
わたくしのクラブが平均 65 歳ぐらいです、高齢の会員が多くいます。
最近クラブの高齢化が目立ってきてんじゃないかと思います。そして今の若い会員さんなんですが、
メークアップに行かれない方が目立つようです。例会を欠席してもメークアップせずにそのままなん
ですね。他のクラブに行くことに抵抗があるのでしょうか。そこで古いメンバーが「一緒にどがん
ね？」って連れていこうってケースがよくあります。このままにしてしまうと例会の出席率は下がっ
ていきます。わたくしのクラブですが数年前に 100％例会を行いました。かなり厳しい呼びかけをし
ましたがなんとかできました。みなさんそれぞれたいへんだとは思いますが、できれば常に例会は 8
割の出席率を保って欲しいと願っています。

