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第951回　例会　2019年11月11日（月）
◎ガバナー公式訪問

　　喜島健一郎　ガバナー　　 （宮崎西ＲＣ）

　　上田　　普　ガバナー補佐（西都ＲＣ）

　皆さんこんにちは。昨日はラグビーをご覧にな

られたでしょうか？残念ながら日本は負けてし

まいましたが、個人的にはラグビーがこれだけ注

目を集めワイドショーなどで取り上げられるの

を非常にうれしく思っています。日本は負けまし

たがまだワールドカップは続きますので、是非お

時間があればご覧ください。これから先の試合は

激しさを増し、国をかけた戦いが見られると思い

ます。

　さて、今週の木曜日 10 月 24 日は何の日かわ

かる方いらっしゃいますか？この日は「世界ポリ

オデー」です。なぜこの 10/24 日になったのか

を調べましたがわかりませんでした。世界ポリオ

デーは世界各地でポリオ撲滅に向けたイベント

等が行われます。そこで本日はポリオについて再

度調べてきましたのでご紹介したいと思います。

　ポリオとは日本名（急性灰白髄炎きゅうせいか

いはくずいえん）でウイルス感染によって発症す

る病気で、5 歳以下の子供に感染する確率が高い

ため「小児まひ」とも呼ばれている。ワクチンで

の予防は可能だそうですが有効な治療法はない

みたいです。感染した場合 90 ～ 95 パセントの

人は何の症状も現れず残りの 5 ～ 10 パセント

の人が発熱、頭痛、嘔吐と風邪に似た症状が現れ

るようです。この内 200 人に一人が骨盤から足

に掛けて麻痺の症状が現れ症状がひどいと呼吸

器不全を起こし死亡するケースもあるようです。

日本では昭和 55 年（1980 年）以後発生はない

ようですが、調べると泉谷しげるさんは幼少期ポ

リオを発症し足が不自由な状態だそうです。

会長タイム

濱田　国雄　会長



　こんにちは。ガバナー公式訪問が 11 月 11 日

（月）にございます。そのためのクラブ協議会に

出席させていただきます。どうぞよろしくお願い

致します。

　地区大会が開催され、皆様には全員登録のご参

加をいただきまして誠にありがとうございまし

た。鈴木ＲＩ会長代理の心打つ感動のアドレス

は、改めて私達がロータリーに向き合う気持ちを

大きくしていただきました。私達ロータリアンへ

尚一層ロータリー活動へ精励してほしいとの応

援メッセージと思います。

　地区大会は終了しましたが、今後も多くの行事

が予定されています。近々では公式訪問が 11 月

11 日、ＲＬＩパートⅢが 11 月 17 日、その後ロー

タリーデイの計画が進められています。多くのご

参加をお願い致します。

　11 月 11 日のガバナー公式訪問は 11：00 よ

り会長、幹事、会長エレクトにご参加いただきま

して、ガバナー、ガバナー補佐との懇談会を致し

ます。

ク ラ ブ 協 議 会

宮崎県中部グループ　　　　　　　　　　

上田　普　ガバナー補佐（西都ＲＣ）

　ロータリーでは 1985 年よりポリオ撲滅を目

指す「ポリオプラス」を開始、このプログラムは

現在までに 19 億米ドル以上を寄付し、122 か

国、25 億人以上の子供に予防接種を行うための

時間をかけてきています。現在まだポリオの感染

が続いているのは、アフガニスタン、パキスタ

ンの 2 か国です。2018 年発症数は 33 件ありア

フガニスタン 21 件パキスタン 12 件ポリオプラ

スを始める前の 1980 年代は毎日約 1000 件の

発症が確認されていたみたいでその頃と比較す

ると 99.9% の減少になるようです。現在の活動

はポリオ根絶を実現するためにロータリーは毎

年 5000 万ドルを拠出することを目標としてお

り、ゲイツ財団はロータリーの寄付の 2 倍額を

上乗せすることを約束されており毎年合計 1 億

5000 万ドルが毎年寄付されることになります。

色々調べるとあと少しで根絶できそうではあり

ますが、残った 2 か国とも政情不安、人口移動、

地理的要因などたくさんの課題があるようで根

絶まではまだ少し時間がかかるようです。

　関心のある方は 24 日フェイスブックでロータ

リーからポリオ撲滅特別プログラムが配信され

るそうですのでご覧になってください。

　12：30 ～ 13：30 は例会に参加させていた

だき、ガバナーよりアドレスをさせていただきま

す。

　13：30 ～ 13：40　写真撮影

　その後１時間のフォーラムとなります。以上よ

ろしくお願い致します。

　折角ですので、鈴木ＲＩ会長代理のアドレスの

一部ですがご紹介させていただきます。

◎親睦と親睦活動の違い（親睦活動委員の任務）

　親睦活動はゴルフや飲み会、旅行、その他レ

クリエーション等に参加し活動することです。

親睦とは違った次元のものであります。確かに

会員が心を打ち解けあう手段の一つとして親

睦やレクリエーションは必要と思います。しか

し親睦を深める最適の場所は、毎週一回の例会

です。例会においていかに友情を深めるか考え

実行すること、いかにして真の親睦が保たれる

ような環境を整備することが最大の任務です。

　特に新入会員さんの場合は、親睦活動委員会

に配属していただき、例会で会員相互の親睦を

深める活動に従事させることによって、一日で

も早く全会員と融和を図ることを期待してい

ます。友情あふれる例会を通じてロータリアン

がお互いに切磋琢磨し、自己改善に努めること

で、ロータリーの説く親睦が一層深まり、奉仕

の心が高まっていきます。



◎ロータリアンの活動 = 奉仕

　同業者の団体における活動についてロータ

リアンは職業分類に応じて、ロータリーから

各々の職種、業界に派遣された大使である。

◎日本で大切にされてきたロータリー観

　ロータリーは

　①　ロータリアン同士の親睦を基盤に
　②　立派なロータリアンを育てながら

　③　価値ある奉仕を通じて

　　　社会に貢献する世界的な団体である。

　　　　　　親睦、学び、奉仕

◎誰の心の中にも「少年　少女」が宿っているの

　です。

　ロータリークラブがメンバーをより良き人

間へと導いていく道の一つは、心の中に宿る

「少年　少女」を失わせないこと、あるいは蘇

らせることなのです。

◎少年　少女

　善良な人の心の底には必ず「少年　少女」が

います。

　汚れを知らず、正義感が強く、いたずら心と

好奇心があり、人なつっこく寂しがりや、熱中

しやすく情に厚い、仲間に寛容で気を許し合

う、なにより楽しいことが好き。

◎少年少女のような純真な心

　仕事や経営に緊張と多忙の日々を過ごす中、

ロータリーでは気を許しあった仲間と奉仕を

語り人生を語る。

　仲間やクラブや住民のために知恵と汗と時

間と多少のお金を出し、様々な奉仕事業に夢中

で取り組む。

　なによりそんな仲間との時間を楽しいと思

う、それがロータリアン。

◎なぜ私達はロータリアンが好きなのか？

　ロータリアンの重み、喜び、魅力、誇りとは？

　ロータリアンとして譲れない核心とは？

　本来なら出会えない異業種の会員がロータ

リーの志を共にする仲間となって睦み集う「親

睦の喜び」

　仕事やロータリアンとしての在り方を「学ぶ

喜び」、あらゆる機会で社会に貢献する「奉仕

の喜び」それを楽しいと思う少年少女のような

「純真さ」、自らを「我　道義の職業人たらん」

と律し、自らを多少なりとも立派な人間である

と思う「自尊心」

　ロータリーは人生を豊かにする

　これからもロータリーに精励してまいりま

しょう。本日はありがとうございました。

ヤサ・パラグラウマル  君

米 山 奨 学 生

丸尾会員の紹介　例会見学者



例 会 記 録 第949回  2019年10月21日（月）

プログラム

・会長タイム　・幹事報告　・委員会報告
◎クラブ協議会
　　　上田　普　ガバナー補佐（西都ＲＣ）

出席状況報告

10月21日 第949回 9月30日 第947回

会員数 29名 会員数 30名

出席数 21名 出席数 20名

出席率 72.41％ 修正出席率 76.66％

メイキャップを積極的に行いましょう。

本日のビジター　上田　普　ガバナー補佐

　　　　　　　　ヤサ・パラグラウマル 君（米山奨学生）

メーキャップ　　前取り：青井　慎一 君、迫園　洋二 君

　　　　　　　　後取り：越山　直美 君

・ 直前ガバナー事務所閉鎖のお知らせ

・ 第 7 回 RLI パートⅢご案内 11 月 17 日宮崎

日大高校にて

・ 次回例会は 12 時 15 分からです。例会終了

後理事会を開催いたします。

幹事報告

11月10日（日）
集合時間：9時45分

青島学園 秋楽祭


