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＜点 鐘＞ 会長 三枝 祥一 

＜ソング＞ それでこそロータリー 

＜ビジター＆ゲスト紹介＞ 

高山ロータリークラブ 

鍋島 道雄 様 

  Vasteras ロータリークラブ（sweden） 

         Gunnar Stiger 様 

 

 

＜会長の時間＞  会長 三枝 祥一 
 

初午行事について 

初午（はつうま）は、2月最初の午の日。稲荷社のお祭で

す。 

初午の初めは、全国の稲荷社の本社である京都の伏見稲荷

社の神が降りた日が和銅 4年のこの日であったとされ、全

国で稲荷社を祭ったものとされています。 

江戸時代には、この日が寺子屋への入学式となっていまし

た。 

本来は、旧暦 2月の最初の午の日でありましたが、現在は

新暦 2月の最初の午の日とされています。 

旧暦 2月は、現在の 3月の春の行事でしたが、全国的には

2月の冬の行事となっています。 

しかしながら、陣屋稲荷神社では、昔から初午の日を 3

月の第 2 午の日として祭礼及び獅子舞巡業をしてお祭を

してきました。 

昔は、陣屋の前にやぐらを組み、繭団子をまいてお祝いし

高山の街中を夜までかかって獅子舞をして廻ったと聞い

ています。 

 

＜幹事報告＞ 幹事 足立 常孝 
 

◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナー・ガバナーエレ

クトより 

・地区情報研修セミナーのお知らせ 

日時：５月１０日（日）１１：００～１６：３０ 

場所：岐阜都ホテル 

１クラブより３～５名参加 

＜飛騨高山国際協会より＞ 

・平成２１年度通常総会のご案内 

日時：４月２４日（金）１０：００～ 

会場：高山市役所４階 

＜高山市都市提携委員会より＞ 

・平成２１年度高山市都市提携委員会会議のご案内 

  日時：４月２４日（金）１１：００～ 

  会場：高山市役所４階 

 

＜本日のプログラム＞ 
 

ポリオ撲滅の 2億ドルチャレンジへ 

ロータリー財団 米山奨学委員長  

平林 英一 

2007年 11月にビルアンドメリンダゲイツ財団からポリオ

撲滅のために、ロータリーに 1億ドルの補助金が寄せられ

ました。これを受け、ロータリーも今後 3年間に 1億ドル

の募金を決定しました。 

そして、2009 年 1 月にゲイツ財団が新たに 2億 5500 万ド

ルの補助金の約束があり、ロータリーも 2012 年 6 月 30

日までに、更に 1億ドルを募金することになりました。 

当 2630 地区においては、2007 年 11 月決定の 1 億ドル募
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金に対して、1クラブ 1,000 ドル×3年間×80RC＝240,000

ドル（2630 地区の目標金額）を当地区ロータリー財団委

員会で討議の結果、DDF（地区財団活動資金）の残高を取

り崩し、『ロータリーの 1 億ドルチャレンジ』に寄贈する

ことになっています。 

会員 1人当たり約 68.60 ドル 

2630 地区 会員数 3500 名 

2009 年 1 月決定の 1 億ドルチャレンジについては、現在

当地区ロータリー財団員会からは連絡ははいっていませ

んが、1 人当たり 70 ドル近い募金が必要かと思います。

一層のご理解の程よろしくお願い致します。 

 

ポリオ撲滅への闘い 

      社会奉仕委員長 高原 清人 

ポリオ撲滅に向けて始動 

1979 年 9 月、国際ロータリーは、フィリピンで、生後 3

か月から 36 か月の子ども約 600 万人に対して、5 か年計

画のポリオ免疫活動を始めました。これが、ロータリーが

ポリオ撲滅に取組んだ第一歩です。 

1985 年、国際ロータリーでは、ロータリー創始 80 周年に

当たって、「ポリオ・プラス計画」を発表。プラスとは、

はしか、ジフテリア、破傷風、百日咳、結核を指しますが、

ポリオだけでなく、これらの病気についても予防接種を実

施することになりました。 

 

日本国内では、募金総額 40 億円を最終目標として、1986

年 7 月から、5年計画のポリオ・プラス募金キャンペーン

が始まりました。日本中のロータリアンが積極的に取り組

み、このキャンペーンが展開されていた 1986 年 7 月から

1991 年 6 月までの 5 年間で、目標額をはるかに超える約

49 億円の寄付金を集めることができました。 

国際ロータリーでは、1989 年 6 月までの 3 年間をキャン

ペーン期間としていましたが、この間で米貨 2 億 4,700

万ドル（約 270 億円）を集めました。これは目標額の 2

倍に相当します。 

ロータリー100 周年に向けて新たな展開 

ロータリーが創立 100 周年を迎える 2005 年 2 月までにポ

リオの撲滅を実現しようと、国際ロータリーでは、2002

年に、新たな「ポリオ撲滅キャンペーン」を展開しました。

この時点で、ポリオは 99％撲滅したといわれていました

が、残りの 1％は、紛争地帯やへき地など、ワクチンを投

与するのに困難な地域が多く、それまで以上に多くの資金

を必要としていました。目標額は 8,000 万ドル（約 90 億

円）です。この結果、2003 年 6 月末の時点で、誓約も含

めて1億1,150万ドル（約126億円）以上が集まりました。 

ポリオとの闘いを終わらせるために 

ポリオ撲滅に向けて、ロータリアンたちは努力を重ねてき

ましたが、このために調達した額は、2007 年時点で、6

億 6,300 万ドル（約 750 億円）を上回ります。 

ポリオの残る国は、アフガニスタン、インド、ナイジェリ

ア、パキスタンの、あと 4カ国となりました。しかし、最

後の闘いはこれまでで一番大変な闘いとなるでしょう。日

本ではポリオは遠い昔の話になりましたが、世界には、ポ

リオの後遺症で苦しんでいる人がたくさんいます。グロー

バル化した現代のこと、ポリオとの闘いを終わらせない限

り、日本に、この恐ろしい病気がまたはいってきてしまう

かもしれないのです。 

街でポリオ撲滅のための募金を呼びかけているロータリ

アンを見かけたら、ご協力ください。子ども達が安心でき

る未来のために。 

 

ポリオとは 

       伊藤 正隆 会員（薬剤師） 

わが国では以前、「小児マヒ」と呼ばれ恐れられていまし

た。わが国では 30 年前までは流行を繰り返していました。

1959～1961 年にポリオが流行し、ポリオ生ワクチンを輸

入、以後、国産ポリオワクチンが製造され、1964 年より 2

回定期接種となり、患者さんは激減しました。現在は国内

での自然感染は報告されていません。 

ポリオウイルスはヒトからヒトへ感染します。感染したヒ

トの便中に排泄されたウイルスが口からはいり咽頭また

は腸に感染します。感染したウイルスは 3～35 日（平均 7

～14 日）かけて腸の中で増えます。しかし、ほとんどの

例は不顕性感染（95％）で終生免疫を獲得します。ウイル

スが血液を介して脳･脊髄へ感染し、麻痺を起こすことが

あります。ポリオウイルスが感染すると 100 人中 5～10

人はカゼ様の症状を呈し、発熱を認め、続いて頭痛、嘔吐

（おうと）があらわれ麻痺が出現します。一部の人は永久

に残ります。呼吸困難により死亡することもあります。 

 

感染の合併症としての麻痺の発症率は 1,000～2,000 人に

1人ですが、麻痺患者が 1人発生した時には、その周りに

100 人以上の感染者がいるといわれています。 
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現在では世界的にも減少しており、東南アジア（特にイン

ド）やアフリカの一部ではまだポリオの流行があります。

2001 年の統計で世界で 600 人ほどとなっております。日

本にいる限りは感染する可能瀬はほとんどありませんが、

日本に入ってくる可能性はまだあります。将来、いつその

ような場所に行くことがあるかもしれません。かならずワ

クチンを飲んで免疫をつけておきましょう。 

 

ポリオワクチンとは 

ポリオワクチンは、注射ではなく、口からのむワクチン、

経口生ワクチンです。ポリオウイルスには、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型

と 3つの型があり、ポリオワクチンにはこれら 3種類の弱

毒化されたウイルスが含まれています。ふつう、生ワクチ

ンは 1回の投与で免疫力をつけることが出来ますが、ポリ

オの場合、1 回の投与だけでは、1 つか 2 つの型のウイル

スに対してしか免疫力がつかないため、3つすべての型の

ウイルスに対する免疫力をつけるために 2 回のむことに

なっています。 

諸外国では 3 回飲むことになっている国も多く見られま

す。更に追加しているところもあります。ポリオワクチン

は非常に副反応が少ないワクチンですが、きわめて稀に麻

痺を起こすことが知られています。ポリオワクチンは

1961 年に導入され、その後の普及により 1981 年以降は国

内での感染例は報告されていません。つまり、日本でポリ

オに感染して手足が不自由になることはなくなりました。

しかし、東南アジア、アフリカ、旧ソ連の諸国では、現在

でもその流行が見られます。国際交流がますます盛んにな

る今後のためにも、お子さまにポリオワクチンを受けさせ

ることをお勧めします。 

 

 

 

 

 

 ＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 本当に久しぶりのメーキャップです。決して怪しいもの

ではありません。益々、友好を深めて下さい。お願いし

ます。          高山ＲＣ 鍋島道雄 様 

 

高山ＲＣ 鍋島道雄様 スエーデンのバスターズクラ

ブからのガンナー・スティゲルさん（環境コンサルタン

ト）お二人方のご来訪を歓迎申し上げます。 

理事役員一同 

 

先日は欠席し申し訳ありませんでした。下の娘も無事卒

業が出来、就職も決まりましたので、ニコニコへ。 

三枝 祥一 

 

３月２６日・２７日と平塚市倫理法人会へ講師として

行って来ました。平塚市倫理法人会の会長は、平塚湘南

ＲＣの芦川さんですから、２７日の朝のモーニングセミ

ナーには、平塚湘南ＲＣの麻生会長始め十数人のＲＣメ

ンバーが出席してくれました。そして、昼には平塚湘南

ＲＣにて、メーキャップをしてきました。 

島  良明 

 

先日は、妻の誕生日お祝いの花をいただきありがとう

ございました。            仲谷 政美 

 

先日は、妻の誕生日に素敵な花を頂きありがとうござ

いました。感謝を込めてニコニコへ。  永家 将嗣 

 

次男の大学は、結局 東京医大になりました。歌舞伎

町が近いので新宿へ行かれる方は案内してくれると思

います。国立の夢は破れたので、孫が歯医者になる８０

歳まで頑張る予定です。よろしくお願いします。試供品

の歯間ブラシは小林製薬から送られてきました。歯医者

には売ってないので、伊藤薬局か中田薬局でご用命下さ

い。                  高木 純 

 

長い間お休みしてすいませんでした。  高原 武夫 

 

 


