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前週例会報告 

Ｒ Ｉテーマ   奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために 

★ 誕生日祝 

2021～2022 年度 RI 会長 シェカール・メータ 

ほ 

                 

            

★在籍祝 ★ 好﨑会員に米山功労者(4 回) 



 

 

 

 

みなさんこんにちは。ようやく緊急事態宣言が解除になり久しぶりのハイブリッド方式での例会に
なります。オンラインのみでの例会よりやはり対面での食事をしながらの例会のが良いですね。お酒
の方はまだ、店によっては制限がありますが、一応解禁になって良かったと思います。 
さて本日のゲストは米山奨学生の孫之依(ソン シイ)さんと、神戸ロータリークラブ、カウンセラ

ーの井上真二さんとオンラインで参加いただいております。後程、米山奨学生の孫之依(ソン シイ)
さんに卓話をお願いしておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 
今月 10月は社会の経済発展月間でありますが、日本独自である米山月間でもあります。そこで米山

記念奨学会について少しお話したいと思います。米山奨学制度ができたのは日本初の東京ロータリー
クラブを 52 歳で創立し会長に就任した米山梅吉氏の功績を記念して発足されました。米山梅吉氏は
20歳でアメリカに渡り 8年間の留学を経て日本に戻りました。日本では三井銀行を勤め、そののち三
井信託株式会社を創立し社長に就任し、そして信託業法が制定されると新しい分野を開拓し社会事業、
医療事業などさまざまな社会貢献をされてきたと言われています。米山梅吉氏は他人への思いやりと
助け合いの精神を身をもって生涯尽くされてきたと言われています。そして世界の平和を願って今後
の日本は平和に向かって行くために、アジア諸国、世界に理解してもらうために一人でも多くの留学
生を迎え入れ、平和を求める日本人と出会い信頼関係を築くこと、それこそが日本のロータリーに最
もふさわしい国際奉仕事業ではないかということで、このことが設立に至った経緯ではないかと思い
ます。 
ロータリー米山記念奨学会は将来母国と日本の懸け橋となって国際社会で活躍する優秀な留学生を

奨学することを目的としています。それからロータリークラブを通じて日本の文化、習慣などに触れ、
社会貢献の意識を育て将来ロータリーの理想とする国際平和の創造と維持に貢献する人となることを
期待しています。今では支援した奨学生が累計で 2 万 1 千人ほどおられます。国別では中国、ベトナ
ム、韓国、マレーシアなど 129 か国から留学生を受け入れております。奨学金は 7 種類ありますが、
留学期間はたいてい 2 年です。留学生の皆さんはそれぞれの課程を経て母国に戻り、学んだことを活
かし、これからも社会に貢献し国際平和の懸け橋になっていただければと願っています。 
これで会長の時間を終わります。 
 
  

 
 

① 高砂青松ＲＣ例会変更のお知らせ 
 11月 3日(水)→祝日 
 11月 24日(水)→休会【定款第 7条第 1節(ｄ)による】 

② 回覧します 
・ポリオ根絶キャンペーン役割表（都合のいい日に記入お願いします） 
・加古川東ライオンズクラブより会報「ひが志」第 118回 

③ Boxに３クラブ合同例会のご案内を入れております。 
④ ＲＩより 2020-21年度ロータリー賞の賞状が届いております。 
⑤ 小野東洋ゴルフ倶楽部にて 10/25（金）開催のポリオ根絶チャリティーゴルフにつきまして、登

録締め切りを 10/15（金）必着に延長となりました。再度回覧いたしますので、参加ご希望の方
は事務局までお知らせください。 

          
 

                 
                      

Ⅰ協議事項 
１）１１月プログラムの件                    網本 徹也例会担当小委員長 
  １１月 ３日（水）：  休会〔祝日〕 
  １１月１０日（水）：  ガバナー公式訪問              吉岡 博忠ガバナー 
  １１月１７日（水）：  卓話「第 34回全国ローターアクト研修会について」 

全国ローターアクト研修委員会 
  １１月２４日（水）： 休会〔定款第 7条第 1節(ｄ)〕 
  承認 
２）３クラブ合同例会の件 
  今年の３クラブ合同例会はハイブリッドで行ないます。 
  会場参加者はパストガバナー、ガバナー補佐、各クラブの会長、会長エレクト、幹事３名ずつ 

※ 例会欠席の時は必ず事前に事務局へ連絡！ 

※ 本日の食事；１００万ドル 
本日の幹事報告 

会 長 の 時 間 
会 長  榊    誠 

  

１０月の理事・役員会報告 



  ホスト側より関係者数名、それ以外の方はオンラインでの参加となります。 
  ローターアクトの方の講演料を例会食事費 2,000円×各クラブ会員人数で徴収します。 
  承認 
３）「令和３年８月佐賀・長崎豪雨災害」支援の件 
  令和 3年 7月熱海豪雨災害と同等の支援をする事で承認   

４）加古川楽市での【END POLIO NOW】募金キャンペーン開催のお知らせと応援のお願いの件 
  承認（次回の例会で出欠を取る） 

５）その他 
  ・忘年家族例会の件 12月 18日(土)18時～加古川プラザホテル２F「瀬戸の間」にて開催予定 
Ⅱ報告事項 
① １０月度ロータリーレート    １＄＝１１２円（現行１１０円） 
② ９月度累計欠席連絡状況 電話：１ メール：８ fax：０ 出欠表：２ なし：１ 
 

 

SONG  TODAY 

それでこそロータリー 
 

作詞･作曲     矢野 一郎（東京ＲＣ）  

                 ピアノ伴奏・編曲  野田 精一（東京ＲＣ） 

※前のボードでお願いします 

 

 

 

 

アフリカ地域のポリオフリー認定から 1年 

「アフリカ地域における野生型ポリオウイルスの根絶」という

公衆衛生上の歴史的な快挙から 1年。ロータリーは、世界ポリ

オ根絶推進活動（GPEI）のパートナー団体とともにこの節目を

祝いました。 
 
8月 25日に開かれた WHOアフリカ地域委員会では、1周年を祝

うとともに、世界全体のポリオ根絶に向けた現在の課題や、ポ

リオのない世界を実現するための新たな戦術について議論を行

いました。 

 

アフリカでのこの快挙は、アフリカ全体の子どもの健康と公衆衛生に恩恵をもたらしています。ア

フリカでのポリオ根絶活動を支えてきたインフラと技術は、新型コロナウイルスへの対応において

重要な役割を果たしており、今後の公衆衛生上の緊急時に応用できます。また、ポリオワーカー

は、ポリオ以外の疾病の定期予防接種、医薬品の配布、その他の医療サービスを提供しています。 
 
アフリカ地域のポリオフリー認定は、ロータリー会員、医療従事者、政府関係者、宗教指導者、親

など、何百万人もの人びとによる数十年におよぶ努力の結果です。野生型ポリオウイルスによって

アフリカで推定 75,000人もの子どもがまひ症状を発症していた 1996年以来、ヘルスワーカーは 90

億回以上の経口ワクチンを投与してきました。この活動のおかげで、野生型ポリオによる発症 180

万件を未然に防ぐことができたとされます。 
 
ロータリー会員は、アフリカでのポリオ根絶のために約 9億 2,000万ドルを寄付したほか、各国政

府に支援を要請し、全国予防接種日（NID）に地域社会を動員し、募金や認識向上キャンペーンを実

施してきました。 
 
現在、WHOが定める 6地域のうち 5地域（世界人口の 90％以上）において、野生型ポリオウイルス

が根絶されています。 
 
アフリカでの野生型ポリオ根絶は、複雑な状況下でもウイルスを排除できること、また、現在も野

生型ポリオの発症が出ている 2カ国（アフガニスタンとパキスタン）での根絶も可能であることを

クラブ会報・雑誌 

記録小委員会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



示しています。 
 
ナイジェリア・ポリオプラス委員会のツンジ・フンショ委員長は、アフリカ地域でのポリオフリー

認定が公衆衛生上の記念すべき成果であるとしつつ、世界全体での根絶という最終目標が残ってい

ると強調します。「私たちの仕事はまだ終わっていません。アフリカは現在も、世界のポリオ根絶を

果たす重要な役割を担っており、世界中の子どもにポリオワクチンを届け続けなければなりませ

ん」 
 
また、フンショ委員長は、循環型ワクチン由来ポリオウイルス 2型（cVDPV2）の症例が出ているこ

とに言及し、すべてのポリオウイルスをアフリカから排除することが最後のハードルであると説明

します。「このワクチン由来のウイルスが、現在も予防接種率が低い地域で子どもたちに害を与えて

います」 
 
2020年、保健当局は、アフリカの 20カ国でこの種の発症を 609件確認しており、前年度に比べて

急激に増加しました。原因の一つは新型コロナウイルスの影響で、2020年 3月から 7月にかけて、

30カ国以上でポリオワクチン接種キャンペーンが休止されました。WHOと UNICEF（国連児童基金）

によると、2020年には 2,300万人の子どもたちが、ポリオ予防接種を含む基本的なワクチンの接種

を受けられなかったとのことです。 
 
アフリカ地域でのポリオフリー認定 1周年はポリオ根絶が可能であることを示すものですが、野生

型ポリオがアフガニスタンとパキスタンで発症を引き起こしている限り、世界のどこでも脅威とな

ります。 
 
GPEIの新しい 2022-26年ポリオ根絶戦略は、より多くの子どもにワクチンを届ける革新的なツール

や方法を導入して、残されたハードルを乗り越え、根絶活動を完遂することを目指しています。こ

の戦略には、ワクチン由来ウイルスによる発症に対応するための新型ワクチンの配布を拡大するこ

とが含まれます。この新型経口ポリオワクチン 2型（nOPV2）は、子どもたちをポリオから守るだけ

ではありません。遺伝的に安定しているため、弱体化されているウイルスが強さを取り戻して発症

を引き起こす可能性が低くなっています。このワクチンは既に、ベナン、チャド、リベリア、ニジ

ェール、ナイジェリア、コンゴ共和国、シエラレオネなど、アフリカの複数国で導入されていま

す。 
 
新戦略では、ワクチン由来ウイルスの発生地域で迅速に対応するためのチームが拡大されます。ま

た、医療従事者は、ワクチン由来ウイルスの検出を速やかに行うための電子的なサーベイランス技

術をより多く利用できるようになります。 
 
このプログラムは、これまでに 25万人以上の医療従事者が最短 2日でデジタル方式で報酬を受け取

ることができるようになった取り組みを、さらに発展させるものです。また現在、医療従事者が効

果的な予防接種キャンペーンを計画するのに役立つ、リアルタイムのデータと自動化されたダッシ

ュボードを含むデジタル化が求められています。 
 
世界ポリオデーにロータリーと共に行動しましょう  
                                                                                                                                                                                                                                   


