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例会報告 第 819 回 2021 年 9月6日（月）
ハイブリッド例会
出席率 63.46%

接続会員数33名+メーキャップ0名
（正会員58名-休会6名）

開会説明（大盛敬子 SAA 委員司会担当）
皆様 対面とオンラインのハイブリッド例会を開催さ
せていただきます。
なお、本日の例会の模様は当クラブの週報用の記録
としてビデオ録画をさせていただく予定ですので、参
加者の皆様におかれましては、個人情報への許諾を予
めよろしくお願い致します。
富田洋平会長 点鐘挨拶
皆様こんにちは！
本日はいつもと少し変更して、例会は 30 分で終了し、
その後クラブ協議会を1時間開催する予定です。よろ
しくお願い致します。
それでは第 819 回例会を開催致します。
ロータリーソング
「君が代」
卓話者・ゲスト発表（安原良昭 SAA 委員長）
ハイブリッド例会にようこそご参加下さいました。
本日のゲスト3名です。
・銀座・日本橋グループ
ガバナー補佐 東京中央 RC 山田和之 様
同 グループ幹事 東京中央 RC 熊谷春水 様
・ゲスト 上野由美 様
9月のハッピーバースデイ
山田桂子会員
（2日生れ）、幸村実鈴会員
（６日生れ）
、
太田一彦会員
（６日生れ）、石井本子会員
（19日生れ）
、
中西ふじ子会員（24日生れ）
事務局から追って素敵なプレゼントが贈られます。
理事紹介（富田洋平会長）
本日は明山友美理事にご報告いただきたいと思って
おります。今年はロータリー財団委員会の委員長として
パキスタンのプロジェクトを担当し、ご本人も非常に燃
えていらっしゃいます。
それでは一言お願い致します。
（明山理事ご挨拶）
皆様にロータリー財団委員会の運営と計画について

ご 説明申し上げます。今、パキスタンの GG（Global
Grants:グローバル補助金）の水プロジェクトについて
まずは書類作成からスタートするということで決まりま
した。GGとして認められるのは、なかなか難しいので
すが、承認となりましたらまたご報告させて頂きます。
又、私は地区の公共イメージ委員会の副委員長にも
なっておりまして、ロータリー財団のポリオプラスとも連
携し、本年10月24日に世界ポリオデーとしてロータリー
の最優先事項であるポリオ根絶を訴える予定です。又、
10月18日から10月24日までの1週間、JR 東日本の女
性専用車両をロータリーのポリオデーの赤い広告で
ジャックするということで実施しますので、是非皆様こ
の機会に電車に乗っていただいたりとかポリオ根絶の
活動を皆で盛上げて頂けたらと思っております。
又、10月24日に有楽町駅前広場でポリオ根絶のイ
ベントを予定しています。2750 地区だけでなく近隣の
様々な地区の方もご協力ご賛同いただいておりますの
で、そういった方々との連携も含めて活動していきたい
と思います。当クラブでは、クラブ予算で会員様にポ
リオデーの Tシャツとマスクを購入しておりますので、
皆様 Tシャツとマスク着用の上参加をよろしくお願い致
します。又、
丸の内から有楽町駅前広場までをTシャツ
・
マスクを着用して練り歩くウォークラリーも開催され、
ラリーにクラブで参加いただくとガバナー賞の対象とも
なりますので、是非ご協力お願い致します。
幹事報告（石原忠始幹事）
・ 本日理事会が開かれ、野呂会員推薦の馬場宏平会
員の入会が承認されました。
・ 現在業務委託契約を結んでおります事務局の近間さ
んが9月一杯で契約完了ということで承認されました。
・ 当クラブとして中央区に対しての支援活動を行いた
いということで、中央区社会福祉協議会への参加入
会が承認されました。年会費1万円の法人会員とな
る予定です。
・コロナ対策マニュアルとして、対面例会や奉仕活動
に参加していた会員がコロナの陽性が判明した場合
は、クラブ（会長・幹事）に報告をいただくようお願
い致します。
・ 20 周年記念行事が当初本年11月9日に予定されて
いましたが、コロナの情況に鑑み令和4年4月11日
に延期することが承認されました。
・ 検討事項として、例会費としてクラブから帝国ホテル
に支払ってきた金額が従来年間1000万円近くでした

が、オンラインの拡大で福元年度で 650万円、清宮
年度で150万円程度に減少しており、帝国ホテルと
の関係でこのままではまずいのではないかとの声が
あり、そのため生じる余剰金の使用方法について消
化するか返金するか、あるいは帝国ホテルから何か
購入するとか、アイデアを皆様から募集致しますの
で、皆様から忌憚のないご意見をいただければと思
います。
・山下会長エレクトから次年度の理事及び役員につい
て、又クラブの体制についていろいろ検討していき
たいとのことで、暫時ご報告があると思いますので、
よろしくお願い致します。

・ 井関会員からインドの奉仕活動についてご提案があ
り、資料入手次第皆様に配布したうえでご報告いた
だきます。
佐賀長崎豪雨災害義援金報告（富田洋平会長）
ガバナーから来ていました今回の豪雨災害義援金寄
付については、皆様から頂いている寄付資金 2,000 円
の中から会員一人あたり500 円をガバナー事務所に送
金させて頂きました。それとは別に、早川会員・大盛
会員・野呂会員から別途災害義援金の寄付をしていた
だきましたので、この場を借りてご報告させて頂きます。
どうもありがとうございます。
グループセッション 5 分

山田和之ガバナー補佐

本日は宜しくお願い致します。

上 野 由 美 様

お久しぶりです！
元気に暮らしております。
山田ガバナー補佐、熊谷グループ幹事、
当クラブにようこそおいでくださいました。
本日は宜しくお願い致します。
（誕生日プレゼント分の振替ニコニコ）
山田ガバナー補佐、熊谷グループ幹事
本日は宜しくお願い致します。
パラアスリートの頑張りにあっぱれ！
！
友人がマザーズに上場しました！嬉しいの
でニコニコさせていただきます！
ガバナー補佐、山田様とグループ幹事の
熊谷様、例会及びグループ協議会の参
加頂きましてありがとうございます、ニコニ
コします。
富田会長、伊藤奉仕委員長の協力で、
東京育成園の皆さまに梨とビデオメッセー
ジをお送りすることが叶いました。子どもた
ちが、美味しい梨を食べて季節を感じて
くれたら嬉しいです。
（誕生日プレゼント分の振替ニコニコ）
まだまだオリンピックの残務処理に追われ
ています。
パラリンピックでもメダルが多く、嬉しく思っ
ています。
去年の春に卓話をお願いしていた谷真理
選手が先週のパラ、トライアスロンで活躍
されました。
オリンピック招 致のスピーチをしたからと
いって出場出来るわけではなく、狭き出場
資格を得る為にしのぎを削り世界転戦を繰
り返す姿を見ていたので、本当に胸が熱
くなりました！
お惣菜の量り売りでパック1杯適当に入れ
たところ、ちょうど！888円でした。
中国では「8」はお金持ちの意味。ですか
ら「888」は「お金持ち、お金持ち、お金
持ち」気分がいいので、ニコニコします。

（銀座・日本橋グループ）
（ゲスト）
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クラブ協議会
（会長挨拶 富田洋平会長）
・ガバナー補佐山田和之様、同グループ幹事熊谷春
水様、ようこそ我々東京中央新 RC へおいで下さい
ました。
緊急事態宣言も延長されそうで、リアル例会の開
催が難しいなか、当クラブのことを考えて下さるため
の訪問を誠にありがとうございます。
・7月に会長としての新年度がはじまり、2カ月が経ち
早いものであと4ヵ月で半期を終えるところとなります。
8月には夜間例会を考えていましたが、緊急事態
宣言のため延期とし、パラリンピックの応援もリアル
では実現できず、この1年間は厳しい時が続きます
が、ロータリーとしての活動を自粛したくはないので、
なんとか工夫をしつつ頑張っているところです。
・ 今 年のテーマは、
「我々の存在意義とは？ 奉仕と
親睦を通じて感じるenjoy」です。
コロナによる制約も計り知れないですが、なにも
考えないと何もできないことになります。創立から20
年、ここまでやってきて、これからも15 年20 年と更
に足を運べるようにしなければならないと思います。
・現在当クラブは会員58 名になりますが、コロナで最
近例会出席率は低下しています。良い悪いではなく、
オンラインに来れない会員、来たくない会員もおり、
リアルなのが例会だと考えている会員もおります。ク
ラブ運営の肝は例会です。コロナで大手を振ってリ
アル例会ができない中で、どうやったら一人でも二人
でも多く参加してもらえるかもう一度考え直すチャン
スです。
・私たちはロータリアンであるとの意識が薄れている
のかもしれませんが、仕事に家族に、さらにロータ
リー活動は必要なのでしょうか？
お陰様、お互い様で一人でできてもあんまりうれし
くありません。仲間と一緒にやることで心が熱くなっ
たり、心に本当の意味で愛があるから、お陰様お互
い様です。今の私たちにできることは何か？ 全員

で全体で考えていきたいです。今日楽しそうに話し
ている皆さんの顔を見ながら、クラブの運営を進め
ていくためにこんな親睦がやれたらいいなとかこん
な例会をやりたいとの思いをぶつけて下さい。
それでは第1回クラブ協議会を始めたいと思います。
（会計/ 野呂洋子理事）
今年2年目になる会計を預からせていただきます。
透明性・正確性を第一に考えていきます。会計ソフト
は弥生からマネフォワードに変わりました。ID 発行でオ
ンラインで会員どなたでも閲覧できるようにできます。
但、入力はできません。
事務局は吉国さんから木村さんに代わりました。
会計の作業の簡素化をすすめています。振込は月2
回に集約しています。
課題はオンライン例会が増えたため帝国ホテルへの
支払が大巾に減額されていることです。追加の奉仕活
動を進めて、余剰資金の使い途を皆様のご意見を基
に検討していきたいと考えています。
（奉仕プロジェクト委員会 海渡千佳担当理事）
私は3つの柱となる委員会を担当する理事となりま
した。
① 新規プロジェクト担当 水野珠貴委員長
中
 央区の社会福祉協議会へ加入し、地元のニーズ
を捜していく方針です（子ども食堂・学習支援など）
。
② 継続プロジェクト担当 伊藤知佳子委員長
育成園については、
5月のアニメ上映会は中止となり
→ アフレコ、メッセージ録画送付
夏キャンプは中止となり
→ メッセージ録画送付
子どもたちの職業現場の見学会は企画中
医療奉仕プロジェクトは今後検討していきたい。
③ 青少年奉仕ローターアクト担当 高橋肇委員長
・ローターアクトと継続的にコンタクトを取り、タイで
の国際活動（2022 年2月に現地活動予定）への協
力を検討中（資金又は物資）
。
・子ども食堂はローターアクトから手伝わせてほしい
とのアピールがあり、今年度中にコラボできればと
計画中。
・中央大学RACとは、当クラブ会員とアクトメンバー
の相互卓話を通じて親睦を深める予定です。
④ 海渡千佳理事
・泰 明小学校画廊巡りを11月5日（金）午前 10 時
00 分から実施予定。ご協力をよろしくお願い致し
ます。
・聖明園への古切手収集贈与も継続してやっていき
ます。
・育成園のビデオメッセージも時間があれば皆様と
共有していきたいと考えています。

（会員組織担当理事 福元智子会員）
今年度から新設された役職なので、まだ私自身も慣
れず組織の方も私のことを委員長と呼ぶこともあります
が、私の役割としては各委員長のサポートをして委員
会を委員長中心に盛り上げていくことと理事会と委員
会をつないでいくという役割でお役に立てるといいかな
と思っております。
①会員組織委員長（西村美寿穂会員）
親睦委員会を預かっている西村です。今 2 つの課
題があります。1つは会員の出席率をどうアップして
いくかということで、先日委員会でアイデアを募集し
たところ、いくつかアイデアが出ましたので、こちら
でも共有させて頂きたいと思います。1つはオンライ
ン例会はなかなか出席しにくいと思いますが、そう
いう会員にお電話なりメールなりで親睦委員から連
絡させていただいて出席を促す。そしてもう一つは少
人数でどこかに集まって、一緒にオンライン例会に
参加するというアイデアも出ました。得意な方のとこ
ろに集まって参加するというのは、とてもいいアイデ
アだと思っています。
もう一つの課題としましては、同好会活動を活性
化させるのはどうかなと思っております。ゴルフは屋
外でできるスポーツで密になりにくいということもあ
りますし、当会でも様々な同好会活動がございます
ので、私としては会食を伴わない形での活動を活性
化させるべきと考えておりますので、各同好会の方
にお声掛けしていて活性化して頂き親睦を図ること
も一つかなと思っております。
他にもファイヤーサイドの活性化について、8月の
予定は緊急事態宣言で延期されておりますが、緊急
事態が明けてから理事会で決まるということなので、
是非皆さんその際はご参加お願い致します。
② プログラム委員会（矢部祐加子副委員長）
昨日皆様から素敵な卓話者の方を紹介して頂き、
いつも本当にありがとうございます。コロナ禍というこ
とで、対面でないといけないという人も多い中で、オ
ンラインでの卓話をしてくださる方がなかなか見つから
ないものですから、そういう方を是非ご紹介いただき
たいと思います。こんな方を招いたらというアイデアで
も構いませんので、
お力を貸して頂ければと思います。
それに加えまして、先程もお話にありました、普
段来られない会員の皆様と少人数で集まりまして卓
話に参加するというリバースイニシエーションというも
のを開催しようかなと今計画を立てています。私たち
の方でインタビュー形式で行うことも考え、より会員
の方たちに知っていただける機会を作れたらいいな
と考えております。これから細部を詰めて参りますの
で、よいアイデアがありましたら、ご意見等いただけ
ればなと思っております。
③ SAA委員会（安原良昭委員長）
昨年に続きまして、SAA委員長をさせて頂いてい

る安原です。
SAA委員としての基本方針としては、会員ゲスト・
メークアップの方々がコミュニケーションをはかって
素晴らしいつながりの場に例会をしていくことだと
思っております。会員組織委員からもお話があった
と思いますが、会員の出席率向上のために、親しみ
やすい例会であるように努めることが大事だと思って
おります。そのために SAA委員相互のコミュニケー
ションを大切にして、ゲストやメークアップの方々か
らもお互いにも信頼されるSAA委員を目指していき
ます。
現況の報告ですが、富田年度に関しては 5つに部
門が分かれております。本日も発表しましたが、本
来対面例会であれば各々の担当に分けてお話をして
いくのが通常の流れかと思いますが、実務上スケ
ジュールがタイトなため、今私がまとめてお話しして
います。
司会担当ですね、今年度からSAA委員の中に司
会担当が入り、毎週月曜日に例会があり、その前の
週の金曜日に会長幹事から次第が上がって来て、司
会の方と調整する必要があるかと思いますが、コミュ
ニケーションをはかってスムーズな例会にしていくよ
う心掛けております。
又、新入会員カウンセラー委員というのが今年度
もありまして、今後も増強をはかっていくということ
で新入会員の方が増えていくかと思いますが、随時
入会の方々にロータリーとロータリーの仕組みについ
て、どうやったらロータリーに入り易いか、いろいろ
説明をしていきながら親しみやすい例会に努めてい
きたいと思っております。
④ 増強委員会（井関和美委員長）
私どもの今年の目標は、通年での会員数 60 名を
維持するために会員増強・退会防止に努めさせて頂
きたいと思っております。具体的には 8％程度の 4，
5 名の増強を目標としております。当クラブの魅力を
大きくするためにも、皆様のご支援を頂きながらすす
めてまいりたいと思います。よろしくお願い致します。
（ロータリー財団委員会担当 明山友美理事）
地区財団委員会の「ロータリー財団をもっと身近な
存在に」というテーマをクラブに浸透すべく、会員の
皆様にロータリー財団のプログラムを体系的に紹介し、
寄付の重要性を理解して頂けるように努めてまいりた
いと存じます。
具体的には、
ⅰ 年次基金を会員一人につき150ドル以上の寄
付を推進すること
ⅱ 恒久基金のベネファクターを1人以上お願い
する。
ⅲ ポリオプラスプログラムへ会員一人につき30
ドル以上の寄付を推進する。

ⅳ 先
 程少しお話しさせて頂きましたが、地区補
助 金（DG:District Grants） や国 際 補 助 金
（GG:Global Grants）を使う事業を行えるよ
うに各奉仕委員会と連携していきたいと思っ
ております。
ⅴ 今
 、なぜパキスタンかというと、ロータリーク
ラブではポリオ根絶が最優先事項とされてお
ります。この根絶はあと2ヵ国（パキスタンとア
フガニスタン）に自然株由来のポリオが残さ
れており、99.99％の世界からポリオが根絶さ
れておりますが、あとほんとに少しというとこ
ろまできております。その一つの国のパキスタ
ンの現地で水の浄化装置プロジェクトがあり
ますので、それを他のクラブの方たちと一緒
に設置活動をすることによってポリオ根絶の
教育を行ったり根絶につながる活動をしていく
という意味でソーラー型浄化装置設置プロ
ジェクトを申請して参りたいと思っております。
ⅵ 最
 後になりますが、世界ポリオデー トレイ
ンジャックプロジェクトについても、又追って
詳しくご案内させていただけたらと思っており
ますので、10月24日もどうぞよろしくお願い
いたします。
（米山記念奨学委員会担当 岡田敏江理事）
米山委員長の岡田でございます。方針と計画につい
ては記事をお読みいただければと思います。
私どもは今月26日（日）に米山奨学生たちとロータ
リアンと学友を入れて140 名で高尾山のハイキングに行
く予定になっております。米山月間が 10月になりますの
で、米山記念奨学委員長の卓話を予定しております。
11月30日に広島の原爆ドームの見学も予定しており
ますが、緊急事態宣言の行方によってバーチャルでの
見学も考えております。
（広報委員会担当 宮下文夫理事）
広報委員会は役割分担が進んでいまして、HPも充
実し、毎回の例会録画、週報記事も載せられています。
又、オンライン例会のデジタル業務への協力をしており
ます。
LINE、Facebookについても連携をとっております。
それらの活動はみな山田副委員長が担当してやって
くれています。これからもずっとしっかりやっていただ
けると思いますので、安心して下さい。
週報の紙媒体あるいはデジタルデータでの配信を今
やっていますが、現在2回分の例会の記事をデータ配
信として、メールで会員の皆様に送信しています。
それについて、今のところ少し遅れて配布している
のですが、大分追い付いてきたので最近は1ヵ月以上
遅れないように心がけています。

（石原忠始幹事）
幹事としては基本的に会長のサポートをするという
のが大原則ですが、今年度は 20 周年行事も控えてい
て、11月9日から令和4年4月11日（月）に延期となり
ました。今後の例会はオンラインとリアルのハイブリッ
ドを上手く組合せて会員とのコミュニケーションを切ら
さないようにすすめたいと思います。
又、事務局が変わりましたので、そのサポートも行っ
ていきたいと思います。新入会員へのサポートについて
も、コロナだからといって会員数が減らないように幹事
としてしっかりサポートしていきたいと思います。蛇足
ですが、先日のグループ協議会で日本橋 RCさんは実
例会を行っているとの情報を得まして、
どういう風にやっ
ているかというとまず2回のワクチン接種を終わってか
ら1，2週間経た以後の方そしてそれが済んでいない
方については抗原検査をその場で行う機材を用意し
て、陰性の確認が取れた方のみ参加してもらう形です。
このように努力して実例会を行なっている例もございま
すので、当クラブもこういったテクニックも含めて、な
るべくオンライン・ハイブリッドよりも実例会にシフトし
ていくのがいいかな、と。
（熊谷春水地区グループ幹事講評）
東京中央新 RCには、グループ協議会のZoom 開催
では大変ご尽力いただきありがとうございました。
先週からガバナー補佐訪問が始まり、今日で4回目
ですが、今日はハイブリッド方式の例会で、工夫を凝
らして努力されていることがよくわかる大変価値ある試
みと思いました。
先週ガバナー事務所より現在の会員数の発表があり
ました。銀座・日本橋グループは7月1日が 948 名で7
月末 956 名の8名プラス、2750 地区全体では7月1日
4491名で7月末 4532 名となり41名プラス、コロナ禍で
も大変頑張っていただいたと思っています。
やはりロータリーは奉仕と親睦が中心であり、おそら
く親睦だけであったら減少に追い込まれるところ、奉
仕が社会に対する責任というもので増加を勝ち取れた
と思います。
奉仕と親睦という両輪がかみあっての成果ではない
かと思っております。今日はありがとうございました。
（山田和之ガバナー補佐所感）
銀座日本橋グループガバナー補佐を
仰せつかっている山田でございます。
まさか熊谷幹事に先にお話を頂くとは
思わず、私が話そうと思っていたこと
を話されてしまいました。
9月30日にガバナー訪問が予定されているので、今
日はその前の前座としてガバナー補佐がいろいろなクラ
ブ協議会のお話を聞いてそれをガバナーに報告すると
いうことになっております。

富田会長・石原幹事にはグループ協議会でお世話に
なっています。クラブ協議会の各委員長のお話を聞い
て本当に驚きました。実は私はちょっと早めに来て理
事会のお話を聞いたりしたんですね。むううと思って、
すごい前向きだなという感じがしました。そして又、こ
ういうお話を皆さんから聞きますと、女性が 75％という
のはこうなるんだなと思いましたね。やっぱり温かいと
いうか、そういう感じは受けましたね。そして又若い
会長さんの熱意、熱いお言葉を聞きますと、これもま
たすごいなという感じを受けて感激している次第でご
ざいます。会長のテーマである
「我々の存在意義とは？
奉仕と親睦を通じて感じるenjoy」こういう表現の仕方
も力強いなという感じを受けます。
そういうことで私は東京中央 RC 所属ですので、東
京中央新 RCさんの歴史も存じ上げている次第です。
石川会員のお父様本橋様がおつくりになって、東京
中央 RCも本橋様がおつくりになって、ご縁という話な
んですが、なにしろ本橋さんが作ろうという強い意志
で作られたんですね。その作られる意志というのは大
変なものだと思いますが、もし本橋様がそう思わなかっ
たらないんですね、このクラブは。私もここにいません
ね。きっとね。そういう縁というのはそういうものだと
いうこと。究極の縁は自分の存在ですね。自分の両親
が何かのくい違いで私が生まれてきたので、存在その
ものが縁なんですね。縁というのはすごく意識すべき
だと思う。結縁、尊縁、随縁って縁は3つあります。
結縁というのは結ばれる縁、神様が決めた縁である。
要するにこれは自然に決まっていく神様の縁を大事に
しようという意識なんですね。
尊縁というのは、人間は 30人とか 40人しか付き合
えないんですね。人間は体一つだから。その縁を大事
にするということです。
随縁というのはキリスト教でも何でも何千年も続い
ているじゃないですか。だからそれに従っていこうとい
うその縁に従っていきましょうということです。
宇宙そのものも縁じゃないかと思うことがあります。
そういうことで私が最初のときに「ご縁を大事に居心
地のいいクラブに」と言ったんですよ。そういう意識を
どのくらいもって皆がいるかということなんですよ。ロー
タリーでそういうご縁を感じることが一番大事なことだ
と思うんですね。それを感じることができればやめる
人はいない、と思うんですよ。私はもう33 年になるん
ですね、実はロータリアンになって。
いっぱいお世話になりましたよ。子クラブの皆様方
にもすごくお世話になって、その恩返しにどうしたらい
いかと分からないんですが、何しろ恩返ししていこうと
いう意識がものすごくあって、みなさまとご一緒に出さ
せていただいて、ああすごい力強いクラブになっている
んだなと思いました。
・増強については、私は数十人は入れたかもしれませ
んね。いつも思っているのが、この人どうだろうかな

と思うんですね。ジムで誘った裸の付き合いの人が
3人いますよ。すぐ入ってくれた人もいるし、６年間
口説いてやっと入る人もいたしね。そういういつも自
分が頭に入れていないとそういう人を誘うことはでき
ないんですよ。一人で 50人入れた人もいるし、だけ
どそういう人がいないとなかなか引っ張っていけな
いということもあります。いわゆるいろいろな増強の
やり方があるかもしれませんが、なにしろロータリー
に入ろうという人はいっぱいいるんです。ただそれを
知らないだけなんです。
こういうものがあるから来てちょうだいと食事に
誘ったり、皆さんがしていけば必ず増えていきます。
これは間違いないです。
・ それからもう一つ戦略委員会というのがございます
よね。RI がこういった、ああいったということもある
んですが、一番大事なのはクラブ運営は単年度で終
わるのでその引継が重要で、会長・会長エレクト・
会長ノミニーとかがこれからうちのクラブはどうして
いこうかという議論をしてコミュニケーションをとって
いこうというものなんです。
育成園ももう十何年やられているでしょ。最初のこ
ろに僕は、
「東京中央から誰か参加してくれませんか」
というので、私が最初のころだと思いますが、参加
して毎年ご一緒させていただきましたよ。あのキャン
プにね。その最初の子が、幼稚園の年長のかっちゃ
んが今大学1年生ですよね。私のこと「やまちゃん！」
なんて電話かかってきて、
「僕大学入れた」と言って、
「今度は男の付き合いやろう」と言って一緒に山へ
行ったり海へ行ったりしているんですよ。今はコロナ
であれなんですけど、育成園の先生からも、
「ずーっ
とお願いしますね」と言われてね、そのご縁を頂い
たのも中央新の皆様方がそういう熱心な活動をされ
ていたから私もそれにお世話になってそして今があ
るとこういうことなんで、今日のお話は素晴らしいし、
又中央新さんが女性中心にこう廻っている姿と又男
性もなかなか頑張っていますよね。25％だけどそれ
も素晴らしいと思って。
本当に今日は感激しました。
ありがとうございました。
（要約文責

宮下）

例会報告 第 820 回 2021 年 9月13日（月）
オンライン例会
出席率 48.08%

接続会員数25名+メーキャップ0名
（正会員58名-休会6名）

開始（上田美帆 SAA 委員司会担当）
定刻となりましたのでこれより第820回例会を開催致
します。
本日の例会の模様は当クラブのHPの記録のため録
画致しますので、ご参加の皆様は、個人情報の許諾を
お願い致します。
富田洋平会長 点鐘挨拶
皆様こんにちは！
前週クラブ協議会にご参加された皆さん、本当にお
疲れ様でした。
第2回目もしっかり運営していきますので、楽しみに
していて下さい。夏の厳しい暑さも一段落しまして、朝
晩のみならず昼間も少しずつ涼しくなってきたんじゃな
いかなという気がいたします。
今年はどうやら例年より植物の開花が1，2ヵ月早く
なってくるんじゃないかと言われているそうです。特に
関東はすでに金木犀が9月半ばからしっかり香りがで
ていると言われています。涼しくなったので、皆で出掛
けたいなとも思いますが、もう少し我慢なんでしょうか。
例会は楽しくやっていきたいと思います。
それでは第 820 回例会を開催いたします。
ロータリーソング
「それでこそロータリー」
ゲスト発表（安原良昭 SAA 委員長）
オンライン例会にようこそおいで下さいました。
本日のお客様は、おりません。
幹事報告（石原忠始幹事）
・ 今期も例会費予算は余剰になる見込なので、その使
い途についてアイデアを募集しています。
・ なるべく早く実例会を行いたいので、皆さんのワクチ
ンの接種状況を調査しています。確認をお願い致し
ます。
・ 来週9月20日は祝日で休会です。次回は9月30日
（木）
中央 RCとの合同例会でガバナー訪問の予定です。
皆さんよろしくお願い致します。
・ 先日の理事会で馬場新会員が承認されて、皆さんに
履歴書などが配布されていると思いますので、異議
のある方は私の方までご連絡下さい。あと数日で、
異議がなければ馬場さん入会は正式承認となり、10
月に入会式となります。

中央新深掘りコーナー（新企画）
（趣旨説明 福元智子会員組織委員会担当理事）
私たちのクラブは、この状況で沢山の新会員をお迎
えしているという状況なんですけれども、一方でなか
なかリアルの例会・リアルの奉仕活動ができていない
ということで、私たちが今までどういうことをやってき
ているのか、育成園ってよく聞くけど実際にどういうと
ころで何をしているのかをここで改めて振り返ってみた
いと思いこのコーナーを立ち上げました。
（育成園についての映像流れる）
世田谷の駒澤大学駅そばにある養護施設だよ！
様々な事情で家庭で暮らせない18 歳までの子どもた
ちが共同で生活しているよ！
夏は園の庭で夏祭り
クリスマス礼拝は本当に綺麗！
中央新では「沢山の大人があなたたちを見守り、応
援しているよ！」というメッセージを伝えるため、2つ
の奉仕活動をやっているよ。
・ 一つがサマーキャンプ！
YMCA 東山荘で子どもたちとお泊り。スイカで提
灯を作ったり、皆で大笑いして過ごすんだ。火の神、
富の神降臨！
子どもより元気な真子さん、子どもにも大人気の
大盛さん。
みんな童心に！ 奉仕だけど親睦。
富士山の斜面を駆け下りる石川さん。
アクトもどろんこまみれ！
転がっても楽しい！
楽しい夏休みの思い出の1ページになるといいな。
無事に届け届け。やりきったかお、かお、かお。
（子どもたちからのメッセージ）
たのしかったこと
富士山を歩いたこと 花火をやったこと キャン
プファイヤー
（バディの方へのメッセージ）
みほちゃんやさしくしてくれてありがとう
ともちゃん手をつないでくれてありがとう
とても楽しかったよ。またくるときもたのしもうね。
私たちも沢山のものを頂いています。
・ふたつめは春のアニメ上映会
みんな声優になってステージへ！
長年続けている育成園だけど、
・なんで世田谷の養護施設？
・お盆の時期以外なら参加できるのにな！
・いままでどんな苦労があったの？
教えてかずちゃん！
（石川和子会員説明）
育成園の中では「かずちゃん」です！
育成園は、世田谷区駒沢にある児童養護施設です。

こことご縁が出来たのは、私が幹事だった 2008 ～
2009 年度藤田年度からです。
初めは鹿児島にある藤田さんが関与していらっしゃ
る施設に育成園のこどもたち3人だかを連れて行った
ところから始まりました。
それはなかなか大変なことだったので、世田谷の育
成園の中でサポートできないかということで、いろん
な活動が始まりました。そしてなぜ育成園なの？とい
う質問も出ましたが、クラブがスタートしたときに女性
が多いから子どもたちへの奉仕を充実させようねとい
うところから始まって、まずは中央区にお話を伺いに
行きました。残念ですが「今のところはそれにあたる
ようなところはございません」とのお話しでした。たま
たまそのときの藤田会長にご縁がありまして、紹介を
いただいて東京育成園といろんな取り組みが始まった
のです。
今、子どもたちは 50人から60人くらいいるのですが、
ともかく子どもたちにしあわせな毎日を送ってほしいと
いうサポートしてらっしゃる皆さんの思いで子どもたち
に接しているんですね。私たちもそういう想いで子ども
たちに接したいと思いまして、何かできるのかと考え、
お願いごとがありましたのは、育成園は親がいらっしゃ
るけれど事情があって家庭で生活できない子たちなの
で、できれば親元に返したいというところからなんです。
お正月、お盆にご両親も会社がお休みだから家庭に
帰ってきてほしいとの一時帰宅を推奨しているんです。
その中で、どうしても帰れない子どもたちがいるので、
その子どもたちに夏休みの楽しい思い出を作れないで
しょうか、というところから始まって、それじゃキャン
プ行こうよ、その中で楽しい思い出作りをしようよとい
うことで、1泊2日でキャンプ行こうよということで始ま
りました。そのため、お盆という日にちを変えることは
できないんですね。
他に、東京育成園というのは地域に密着しているん
です。それで地域密着側のイベントとして4月か5月に
日本アニメでアニメ上映会を立ち上げました。育成園
の子どもたちだけでなく、近隣の子どもたちにもきても
らう取り組みで始まりました。アニメーションの上映をし
て、ラスカルの着ぐるみを登場させて、一日イベントと
してご協力させていただいています。
すごく盛り上がって、子どもたちにもショートアニメの
声優をやってもらったり、近隣の子どもたちにも人気が
出てきて沢山来てくれるようにもなりました。来年リア
ルでできるといいなと思っています。
18 歳になると、育成園の子どもたちは巣立つのです
が、それまでに沢山のいい思い出を私たちと一緒に沢
山つくってほしいので、これからも中央新として活動を
続けていきたいと思っていますので、是非皆さん一度
関わって下さい。
すごく楽しいです。

（ビデオメッセージ「東京育成園のみなさんへ」
）
（富田洋平会長挨拶）
園長先生はじめ先生方、あらためまして大変ご無沙
汰しております。今期会長を務めております富田と申し
ます。
相変わらず大変な状況が続いていますが、皆様お変
わりございませんでしょうか？
我々東京中央新 RCも例会で皆に会えず、試行錯誤
の日々を送っております。こんなときこそ強い団結が必
要だと思い、オンラインで顔を合わせながらなんとか
活動しております。そしてこのような状況下でも会員の
皆は育成園の子どもたちのことを相変わらず想い、日々
会えないことを大変残念に思っています。
サマーキャンプ、夏祭りしたかったです。一日も早く
会いたいですね。先日送った梨はいかがだったでしょ
うか？ 鳥取県の梨園からのものでした。実はこの梨
園なんですが、老夫婦がやっておりまして、今年で閉
めることになっており、最後の梨ということです。その
ためこの梨は愛情いっぱいの梨を送りましたよとメッ
セージもいただいております。
この愛情と我々ロータリークラブの愛情をのせて送り
ました梨でしたので、是非夏の思い出にしていただけた
ら嬉しいです。一日も早く皆様にお会いできることを会
員一同楽しみにしております。皆さんお身体に気を付け
て日々お過ごしください。
（ビデオメッセージ終わり）
任期満了挨拶（事務局 近間様）
4月より事務局のサポートをさせていただいていまし
た近間です。
短い間でしたがお世話になりましてありがとうござい
ました。中央新の皆様が奉仕に対しても例会に対して
も、大変真摯に取り組んでいらっしゃる姿を拝見させ
ていただき、私も大変勉強になりました。会員同士の
皆さんの細やかなコミュニケーションの取り方も大変に
感心しております。
女性のメンバーが多いことを特長としていらっしゃい
ますが、それをとてもうまく生かしていらっしゃると同
時に、ロータリアンとしての想いは男性・女性関係なく
皆同じなんだということもよく分かりました。
新しくよい事務局の方が入局されて、皆さんもご安心
されていると思いますが、私も何より中央新の方が事
務局の方を大切にしているのを拝見してとても安心して
おります。ご存知のように私も中央新さんの隣のクラブ
の東京あけぼのRC のメンバーですので、今後とも同じ
銀座日本橋グループのロータリアンとしてのお付合いご
指導ご鞭撻のほどどうぞよろしくお願い致します。本当
にありがとうございました。

中央大学ローターアクトクラブ報告（高橋肇委員長）
ローターアクト担当高橋です。
先日クラブ協議会でもお話しさせていただいたロー
ターアクトの例会にうちからも出席して、アクトからもう
ちの例会に出席するという交流のことで、年間のスケ
ジュールが画面に出ているとおりです。9月14日、10
月12日、11月9日、12月14日となっています。今のと
ころ、Zoomと対面のハイブリッド例会の予定なので、
参加しやすいと思いますのでよろしくお願いいたします。
中央大学ローターアクトクラブの今期の原会長も当クラ
ブの例会に参加下さるそうで調整中です。よろしくお
願い致します。

大 盛 敬 子 会員
かづきれいこ会員

小沼百合子 会員

山下

江

会員

二回目の予防接種を終え、妙に安心して
いる今日この頃です。ニコニコします。
コロナ渦の中で皆様のお声が聞けて嬉し
いです。
早く終息しお会い出来る日を楽しみにして
います。
初個展無事終了しました！
ロータリーの皆様のあたたかい応援のお
陰です
ありがとうございました
欠席になる予定だったのでニコニコしたの
ですが仕事が早く終わり出席可能となりま
した。
ニコニコを取り戻すのもみっともないので、
このままニコニコします。
にこにこ合計 12,000 円

卓
話

「END POLIO NOW
インドワクチン投与活動を通して」

2750 地区ポリオプラス委員、
公共イメージ委員会副委員長
当クラブロータリー財団委員長
明山 友美 会員
・ 皆様こんにちは！ 私は明山友美と申します。どう
ぞよろしくお願い致します。本日は「END POLIO
NOW インドワクチン投与活動を通して」という演
題でお話しさせていただきたいと思います。
・
「衝撃の出会い」
私は ANAとJALと二つの航空会社で国際線フライ
トの客室乗務員をしておりました。
様々な国へフライトしておりましたが、その中で私の
人生を変えるという衝撃の出会いがありました。
それはインドです。皆さんご存知だと思いますが、
貧富の差が本当に激しくて、私たちが泊まっているホ
テルは7つ星の豪華なホテルですが、一歩街に出ます
とビルとビルの間にスラムがあり、本当皆さんドロドロ
の水で洗濯し、ごみの中で生きている。こんな状況で
人々は暮らしているんですね。それにもかなりカル
チャーショックでしたが、一番衝撃を受けたのはお寺
に行きまして、坂道をずっと上っていくと道の両サイド
で子どもたちが物乞いをしているんですが、物乞いの
子どもの中で目が釘付けになったんですが、腕と足が
切り落とされてるみたいな子どもがおりまして、もちろ
んその情景もすごく哀しい情景でしたが、もっと哀し
かったのはインドではカースト制度というものがありま
して、物乞いに生まれたら一生物乞いなんですよね。
物乞いとしてお金を集めるにはより哀れであるほうがい
いだろうと親がその子どもの手足を切るという現実を知
りまして、涙があふれてとまらなかったということを今
でも話しながら涙が出そうなんですが、この状況で本
当にインドの子どもたちに何かしたいなと、何か私にで
きることはないか、何か世界につながることがしたいな
という想いがありまして、当時私は新人の客室乗務員
でしたので、自分の仕事を覚えることで精いっぱいで、
インドでの思いみたいのはだんだんに遠い昔の世界の
国のことになってしまったんですけれどそういったなか
で仕事をやめまして起業して世界の平和に何か貢献す
ることがしたいという、子どもたちのために何かしたい
という気持ちがありましたので、ロータリーにご縁が
あって入ることができまして、子どもたちこんな状況だ
けどポリオなんでした。
・
「私が出会い衝撃を受けたこどもたちはポリオであっ
たと知る」
ロータリーに入った時に、ロータリーではポリオ根絶
活動を一生懸命されていることを知りまして、じゃ私も

ということでいろいろ勉強させていただいたりした中
で、私が衝撃を受けた子どもたちは実はポリオだった
んじゃないかといろいろな写真等を見ながら、これは
まさしくポリオの子どもたちなんですよね。あーそうだっ
たなということを知りまして、私の中でポリオ根絶活動
に加わりたいと思いまして、それで関場先生という方と
の出会いがありまして、インドのポリオ根絶活動という
ものに参加させていただきました。
・
「2018 年～2020 年 インド ポリオワクチン投与
活動」
2018 年から2020 年に2回参加させていただきまし
た。これが 2018 年ですね。このお写真の右側にいらっ
しゃるのが関場 先 生で、パストガバナーでもいらっ
しゃって、インドに 20 年間毎年ポリオ根絶のワクチン
投与活動をされてきた本当に素晴らしい方ですね。
ポリオジャパンの人たちで全国のロータリアンの人たち
がポリオ根絶活動を行っています。これは地元の学生
さんといっしょに「明日ワクチン投与をしますよ」と告
知のパレードを行っているところです。そしてこれはイ
ンドのロータリアンの方たちがホテルでウェルカムパー
ティをして下さって2018年はたまたま他の国々の方たち
も一緒にウェルカムパーティをしていただいたのです。
ただ、日本は毎年観光ではなくワクチン投与だけに来
ているんですが、他の国は観光をして一日だけワクチン
投与のときにちょっとだけ参加する形でしたが、日本は
3日間しっかりと入って、ポリオワクチン投与活動をす
るので手厚く迎えられて、一番先頭の席に集めて下さっ
てウェルカムパーティをして下さいました。
右側の女性たちはインドの地域の会長の奥様達で
す。本当にきれいな方たちです。左側は当時のガバナー
ですね。皆で踊りまくって、そんなパーティでした。
そしてこれは先程 NIDと言いましたが、インドでは
一 斉にこの日にワクチン 投与をする方 式（National
Immunization Day）なので、当日の朝このような広告
が出ます。
これは何年もの信頼関係があって、私が初めてこの
スラムに行かせていただいたのですが、こんな形で何
も家といえるものではありませんがこんな中に住む子ど
もたちのためにWHOと共に活動しています。インドの
保健婦さん達と一緒にスラムの中を練り歩いて、少しず
つ小さい子どもを見つけてはワクチン投与を行ないます。
この投与するワクチンの入れ物がとっても固くて入れ
るのにかなり苦慮するものなんです。2滴を確実に入
れるようにという関場先生からの話もありまして、一人
の子に3人で確実に子どもたちのお口に入れるというこ
とをやっておりました。
これは投与した後に子どもに投与のしるしに右手の
小指にマーカーをしています。このマーカーはかなり水
でとれなくて何ヵ月もとれない強力なマーカーですが、
必ず投与した時にマークを子どもたちに付けるシステム
です。

これは 2020 年の投与活動です。2019 年度にも参加
する予定でしたが、丁度中止になりまして2020 年の活
動の光景です。これはスラムとは違ってブースを作って、
子どもたちがやってくるとワクチンを投与して、投与が
終ったあとに日本の駄菓子のようなものをあげてワクチ
ンが嫌な印象にならないようにしています。スラムでは
お菓子はあげないのです。対象じゃない子どもたちも
群がってもう大変なことになるので。
これもインドの街の中なんですが、右側の女性が
BOXを持っていますが、ワクチンは0℃以下で保存し
ないと効力が無くなってしまいますので、保健師さんが
このようにクーラーボックスの中に入れてペアを組んで
街の中で活動します。これは比較的普通のおうちなん
ですが、本当に貧しいですね。えー、本当に壁がない
かなというかんじで、インドでは戸籍とか住民票という
ものがありませんので、このように小さい子どもの洗濯
物を見つけてはそのおうちに入っている子どもさんの小
指のマーカーがついているかどうか、ワクチン投与がさ
れているか確認をして、投与活動を本当に地道な作業
なんですけれどもやっていきます。
これはインドのワクチン投与の動画なので、是非見
て下さい。今、保健師さんが「子どもはいないの？」と
呼び掛けて、その声に応じてグリーンのズボンの子ども
が「何に」と降りてくるところです。保健師さんが左手
の小指にマーカーの跡をチェックし、ありません、とい
うことで「この子に投与しましょう」とですね。音楽が
本当にインドらしいですけれど。
保健師さんがクーラーボックスからワクチンを出して
ワクチンを開けて子どものお口の中に投与するのです
が、子どもが何か危険を察したのか上に戻ってしまい
ました。結構固い容器なので開けている間に逃げてし
まいました。おいでおいでみたいな感じで、少女が子
どもを抱いて下りてきます。インドでは、本当に小さい
子どもが小さい子どもの世話をする感じで、小さい少
女がお母さんのように世話をしていることが多くて、こ
の子もこんなに大きい赤ちゃんを連れて下りてきてくれ
ました。この子の指も確認します。大丈夫なので投与
しましょう、となり、口を開けてもらって投与します。
この時に危険を感じてすごい泣き出す子もいてなかな
か開けてくれないのですが、この子はやり易い感じで
したね。こんな感じで投与を行って、左手の小指にマー
カーを付けて、保健師さんが「一人やりましたよ」と記
録して投与活動を行っています。
・ポリオとは
有名なツタンカーメンの時代の古代エジプト第 18 王
朝（B.C.1403 ～1365）石碑（レリーフ）では、右足が
短く少し曲がっている杖を持っている人物が描かれて
いますが、この人物はポリオだったと言われています。
一番有名な方ですが、アメリカ第 32 代大統領フラン
クリン・ルーズベルト（1882～1945）も実はポリオでし
た。ご本人が車いすの状況で見られるのを嫌っていて、

残っている写真と言えばこの写真ともうひとつしか残っ
ていないとされています。在任中に国立小児マヒ財団
を設立されています。ポリオに感染した、史上最も有
名な人物とされています。
〇正式名称「Polio mye（it is）
」
日本名「急性灰白（かいはく）髄炎」
一般名「脊髄性小児麻痺」
〇ポリオウイルスによって、人から人へのみ感染
〇ウイルスには自然界に存在する野生株ウイルスと人工
的に作られたワクチン株ウイルスがある。
〇手足が麻痺、筋肉が萎縮して極端に細くなる。
〇呼 吸筋が侵され、自発呼吸が出来なくなることも
ある。
→鉄の肺
〇治療法はなく、ワクチンによる予防のみが有効。
〇日本では、1960 ～1961年をピークに、その後ワクチ
ン投与が定期的に行われ、2000 年に根絶が宣言さ
れた。
〇ポリオワクチン
経口生ワクチン
ポリオウイルスの病原性を弱めて作ったワクチン。
ポリオに感染したときとほぼ同様の仕組で強い免
疫ができる。まれにポリオを発症することがある。
経口投与なので、訓練を受ければ資格のない人で
も投与できる。
不活化ワクチン
ポリオウイルスを不活化（＝殺し）病原性を無くし、
免疫を作るのに必要な成分を取り出したワクチン。
ウイルスとしての働きはないので、ポリオを発症す
ることはない。注射による投与なので、医師等資
格のある人でないと投与できない。
・ポリオプラスプログラム
〇1985 年、ロータリーは全世界でポリオの根絶を目指
す「ポリオプラスプログラム」を設置しました。
〇ポリオプラスの「プラス」の意味は、最初はチフスや
破傷風等の5つの伝染病のことを指していましたが、
その後ポリオの研究によって得ることのできた多くの
研究結果のことを指すようになりました。
〇1985 年 ポリオの根絶は夢物語でした。
GPEI：世界ポリオ根絶推進活動
Global Polio Eradication Initiative
1988 年、ロータリーがポリオプラスプログラムに寄
付目標の倍以上である2 億4700万ドルを集めたこと
をきっかけに世界中の子どもたちにポリオの予防接
種を提供し、世界からポリオを根絶することを目的
に設立される。
パートナー団体 WHO（世界保健機構）
UNICEF（国連児童基金）
CDC（米国疾病対策センター）
RI（国際ロータリー）
〇私たちの寄付は、GPEIを通じてあらゆるところで有

効に使われています。
1988 年 流行国125ヵ国 350,000人
2021年 99.99％根絶
流行国アフガニスタン1人、パキスタン1
人の2ヵ国
2020 年8月25日、WHOは、ナイジェリアで野生株
ポリオウイルス感染が終息し、アフリカ地域のポリ
オ根絶を宣言した。
3年間ポリオ感染者が出ないと根絶と認定されます。
〇パキスタンとアフガニスタン
隣り合ったイスラム共和国で、タリバンが侵攻中で地
域紛争が継続しており、治安が本当に悪化しています。
その中でも部族地域では、国の法律がなかなか統
制できず、部族の長老が不妊になるなどとワクチン投
与に反対すると拒否されるという状態が多々あると聞
いています。
部族地域は、パキスタン全土の 70％を占めていると
言われています。2012 年からタリバンに支配されてい
た3年以上で、50万人以上の子どもたちがワクチン投
与を受けられませんでした。アフガニスタンから難民
が国外へ流出した際ポリオウイルスが拡散し、300 件
を超えるポリオが発症したといわれています。パキスタ
ンのワクチン投与を妨げているのは、右側のビンラディ
ンは殺害されていますが、ビンラディンが見付かった
理由は、ポリオ投与を装った CIA がいろんなところに
入っていきながらビンラディンを見つけて結果的に殺害
されたことでビンラディンを信奉している方たちから本
当に敵対視されてまして、タリバンからテロの標的とさ
れていますので、実際に過去に 80人以上がこの地で
殺害されています。最近も、ポリオワーカーが殺害され
たというニュースがありました。今、ポリオワーカーは、
警察が自動小銃で守ってくれる中でワクチン投与をし
たりして命を懸けて下さっています。
〇新型コロナウイルス及びポリオ根絶活動への影響に
関するロータリーの声明
ポリオとの闘いに対して、ロータリアンが強いコミッ
トメントを保ち、これまでの成果を水の泡としないこと
がなによりも重要です。
（コロナ禍における、ポリオ根絶活動）
ポリオ担当チームが新型コロナウイルスへの対応
を支援。
ポリオ根絶活動によって世界中に構築された大規
模なインフラ（日々の生活を支える基盤）と保健シス
テムが、今後の新型コロナウイルスのワクチン投与活
動に有効に活用されることは明らかです。
例えば、アフリカで流行の兆しをみせた、エボラ
熱は、現地のポリオ根絶活動スタッフによる、今ま
で培ってきた経験とノウハウによって、蔓延を未然に
防ぐことができました。
パキスタンでは現在、ポリオ根絶チームが政府と

密に協力しながら、新型ウイルスの監視にあたる280
人の保健当局者を3 週間で研修、更にポリオのデー
タ管理システムの開発を支援しました。研修を受け
た人が他の人を研修する、という仕組みにより6260
人以上もの保健従事者が研修を受け、通常のポリ
オ監視に加えて新型コロナウイルスの監視も行ってい
ます。この取り組みは、新型ウイルスの感染が続く
限り行われます。
・本年度ポリオプラス委員会の活動
ひとり30ドルの寄付推進
チャリティゴルフ大会支援
ポリオ通信（メルマガ）の発信
「世界ポリオデー トレインジャック」プロジェクト
JR 東日本の各線の朝の時間の女性専用車にポリ
オデーの広告で埋め尽くすイベント
2021年10月18日（月）～10月24日（日）
主催 RI2750 地区
共催 RI2580 地区
RI2590 地区
RI2770 地区
RI2790 地区

10月 24 日
『 世界ポリオデー』
トレインジャックプロジェクト

「END POLIO NOW」
のTシャツを着てプロジェクトに参加し、撮影した写真や動画をクラブHPやSNSで発信しよう。

トレインジャック

10月18日(月)〜24日(日)

JR東日本の全ての女性専用車（京浜東北線・根岸線、埼京線、
りんかい線、常磐線各駅停車、
つくばエクスプレス、
中央線快速、
中央総武線各駅停車、青梅線、五日市線）及び南部線、横浜線の1編成の中刷り広告を
「END POLIO NOW」
でジャック！
有楽町駅前広場でのイベント
ポリオ根絶活動に関わる全ての人々が交流を図る場として ミニコンサートやフードコートを開催
「END POLIO NOW」
ウオークラリー
「END POLIO NOW」
のTシャツを着て、東京駅丸の内口からイベント会場へ向けて歩き、多くの人に発信しよう！

詳しい情報はこちらへ
Tシャツ&マスクの購入はこちら

プロジェクトの 詳 細 はこちら

公式HP
https://worldpolioday2021.rid2750.org/

㈱オクトンWEBショップ
特設ページ

＊ 期間限定7/25〜9/17
（予定）
※

販売価格の一部をポリオプラス基金への寄付

https://www.octon.co.jp/view/item/000000002150

情 報 発 信 はこちら

各クラブでの活動
各クラブでの活動
クラブ独自の活動も大歓迎！
「END POLIO NOW」
のTシャツを着用しての例会やポリオ根絶活動に関わる卓話の実施、募金
活動やイベント開催など。活動報告を実行委員会へ！皆様の活動をまとめて国内外へ発信します！
＊都内の新型コロナウイルスの感染状況をみて、
内容を変更する場合がございます

【主催】国際ロータリー 第2750地区
【共催】国際ロータリー 第2580地区 ・ 国際ロータリー 第2590地区
国際ロータリー 第2770地区 ・ 国際ロータリー 第2790地区

公式
FaceBook
https://www.facebook.com/RI-2750トレインジャック-プロジェクト2021-113056817699397

【お問い合わせ】
「世界ポリオデートレインジャック」プロジェクト実行委員会

【協賛】サノフィ株式会社
【協力】株式会社オクトン

worldpolioday2021@rid2750.org

B3W トレインジャック 交通広告 W1030×H364mm（上部 40mm クワエ） ロータリーとは
2021 年 8 月作成 MAT-JP-2107711-1.0-08/2021

10月 24 日は

『 世界ポリオデー』
ー
ー』

ロータリーは命を救うワクチン投与活動を支援します
1988 年以来、ロータリーとパートナー団体の努力によって世界のポリオ症例は 99.9％減少しましたが、ポリオが根絶
されるまで世界のすべての子どもに予防接種を続けなければなりません。ポリオ根絶活動をご支援ください。
ロータリーとは世界 200 以上の国・地域に約 120 万人の会員がいる国際的ネットワーク。各地域社会のロータリークラブが、会員の経験と知識を
生かし、地域に密着した奉仕活動や海外での支援活動を行っています。ロータリークラブ数は 2,246

会員数は 85,922 人（2021 年 4 月現在）

【主催】国際ロータリー 第2750地区
【共催】国際ロータリー 第2580地区 / 第2590地区/ 第2770地区/ 第2790地区
【協賛】サノフィ株式会社 【協力】株式会社オクトン

国際ロータリー

検索

B3W トレインジャック 交通広告 W1030×H364mm（上部 40mm クワエ）ポリオとは
2021 年 8 月作成 MAT-JP-2107711-1.0-08/2021

10月 24 日は

『 世界ポリオデー』

ロータリーは命を救うワクチン投与活動を支援します
ポリオは感染性の高い病気であり、特に感染しやすいのは 5 歳未満の子どもです。ポリオウイルスは人から人へ感染し、神経系を
侵すことで身体のまひを引き起こし、死にいたらしめることもあります。治療法はありませんが、ワクチンで予防が可能です。
日本では 1980 年を最後に症例はありませんが、海外からポリオウイルスが入る可能性があるため、日本でも乳児へのポリオ予防接種が行われています。
尚、ポリオワクチンの抗体価は４〜６歳での５回目接種により大きく上昇します。

エ ンドポ リオ

検索

【主催】国際ロータリー 第 2750 地区
【共催】国際ロータリー 第 2580 地区 / 第 2590 地区 / 第 2770 地区 / 第 2790 地区
【協賛】サノフィ株式会社 【協力】株式会社オクトン

10月24日「世界ポリオデー」
これは不活化ワクチン開発者、米国のジョナスソー
ク（Jonas Salk）博士の生誕を記念して RIによって
設立されました。
「End Polio Now」ウォークラリー
赤いEnd Polio Nowの Tシャツを着て、マスクを
着けて、丸の内から有楽町駅前広場まで行進する予
定です。
地区は企画をつくることしかできませんので、是非
クラブの皆様が大勢参加して頂いて、写真等をSNS
などにアップしていただけたら嬉しいなと思っており
ます。
Tシャツのサイズを9月15日までに事務局にお伝え
いただきたいと思います。代金は富田会長のご尽力
で、クラブ運営費で出して頂けることとなりました。
・ 最後に
もし「今」でなかったら、いつやるのか？
もし「私」でなかったら、誰がやるのか？
If not now, then when?
If not me, then who?
・RI2830 地区 関場慶博パストガバナーのお言葉
『インドでポリオ根絶活動をしているときインドの状
況をみて根絶は正直難しいと感じていました。
ですが神様は奇跡をプレゼントしてくれました。
インドでのポリオフリーの瞬間に立ち会うことがで
きたのです。
その時、このインドで達成できたのなら世界でポ
リオを根絶する事も可能であると確信できました。
』
ポリオフリーの世界まであともう少しです！
その歴史的な瞬間に一緒に立ち会いましょう！
ご清聴ありがとうございました。

（要約文責

宮下）
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