The Rotary Club of

The Rotary Club of

Shizuoka West Dist.2620 R.I

会 長
副会長
幹 事
副幹事

沼田時子
冨田英児
山崎雅光
白鳥三和子

例会日：毎週水曜日 12：30
（但し第一水曜日 18：30）
例会場：ホテルセンチュリー静岡
Tel 054-284-0111

第 1974 回 2016 年 12 月 14 日（水）例
司

会

Shizuoka West Dist.2620 R.I

会

幹 事 山﨑雅光 君

開会点鐘

会 長 沼田時子 君

ロータリーソング
「君が代」
「奉仕の理想」
ソングリーダー
宮原伊之人君
四つのテスト唱和
宮原伊之人君

本日のゲストおよびビジター紹介
松崎至宏 君 静岡ロータリークラブ
会長挨拶
沼田時子 君
1975 年 12 月 3 日静岡西ロータリークラブが創立
され 41 年経ちました。今日は創立記念例会とし
てＯＢ会員の静岡ガス株式会社の岩崎清悟会長
にお越し頂き卓話をお願い致しました。大変お忙
しいところ申し訳ありませんでしたがどうぞよろしく
お願い致します。
12 月は疾病予防と治療月間というのは先週もご
案内しましたが、今日はポリオについて調べてき
ました。ポリオウイルスは人から人へ感染し、最も
多いのは汚染水を通じた感染です。神経系を侵
すこともあり、これによって身体のまひを引き起こ
す可能性があります。特に感染しやすいのは 5
歳未満の子供で、治療法はありませんが、安全
なワクチンで予防が可能です。ロータリーとその
パートナー団体は、これまで世界中 25 億人以上
の子どもにワクチンを投与する活動を行ってきま
した。米国史の記録に残る初のポリオ大流行は
1894 年で 18 人が死亡、132 人のまひ症状が報
告されています。1916 年、米国全土で 6000 人が
命を落とし、数千人にまひ障害が残ったそうで
す。1955 年になって開発されたワクチンが安全で
効果的だと宣言され 1960 年経口ポリオワクチン

クラブ事務所
静岡市葵区追手町 12-12
静岡安藤ハザマビル 5 階
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が米国政府から認可されました。1979 年フィリピ
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・輸送するプロジェクトがロータリーク
ラブにより開始されました。1985 年「ポリオプラ
ス」を開始。当初の募金目標は 1 億 2000 万ド
ル。1994 年南北アメリカ大陸からポリオが撲滅さ
れたことが発表され、1995 年中国とインドで、わ
ずか 1 週間で 1 億 6500 万人の子どもにワクチン
が投与されました。2000 年 5 億 5000 万人の子
どもに経口ポリオワクチンが投与され、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
撲滅が宣言されました。2003 年ポリオ撲滅への
ロータリーからの寄付総額が 5 億ドルを超え
2006 年ポリオ常在国数がアフガニスタン、イン
ド、ナイジェリア、パキスタンの４ヵ国になりまし
た。2011 年寄付総額が 10 億ドルを超え、2012
年インドがポリオ常在国リストから除外され、2014
年世界保健機関（WHO）が東南アジア地域のポリ
オ撲滅を認定しました。ポリオの症例は 1988 年
以来、99％減少しました。2015 年ナイジェリアが
ポリオ常在国から除外されましたが 2016 年 7 月
2 件症例が確認され現在 3 か国が残っておりま
す。
幹事報告 山崎雅光 君
・第 18 回 米山功労クラブ 表彰状
・例会後 理事会開催
・1 月 29 日(日)開催 職業奉仕セミナー
出席者変更 出席者 沼田会長、高橋委員、
入会 3 年未満会員
委員会報告
奉仕プロジェクト委員会 加藤博一君
国際交流フェア 2017 in 英和
2017 年 1 月 14 日（土）
10 時から 12 時 開催
研修リーダー 鈴木礼子君
ロータリー財団 １００周年記念シンポジウム報告
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杉山 元 君、川崎友和 君、白鳥三和子 君
望月さん クリスマス例会ありがとうございました。
岩崎清悟さん ようこそいらっしゃいました。
ご無沙汰しております。本日はおたのしみください。
内海克彦 君、海老原正之 君
育成会にスマイル

出席報告・スマイル
岸田裕之君
会員 38 名中
出席 26 名
先々週 11/30
出席計算会員
数 37 名、
出席会員数 26 名、
ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 1 名、
改正出席 72.97%
岩崎清悟 君
お久し振りです。
袴田文治 君
岩崎清悟様よくおいで下さいました。
満井義政 君、鍋田芳久 君、渡辺憲治 君、
冨田英児 君、山﨑雅光 君
清悟さん！よぉっ・・ 待ってました!!
加藤博一 君、榊 一夫 君
岩崎清悟さん、ようこそ！
鈴木礼子 君
娘がようやく明日から社会人 1 年生です。
ブラジルへの青少年交換のきっかけを作ってくだ
さったのは、当時 国際奉仕委員長だった岩崎清悟
さんでした。新ためて 感謝申し上げます。
望月正弘 君、沼田時子 君、岸田裕之 君
原承範 君、佐藤 嘉洋 君
岩崎さん、本日はありがとうございました。
これからも宜しくお願いします。
北島俊秀 君
岩崎さんおひさしぶり、元気ですネ うれしいです。
卓話楽しみです。
大橋章男 君
本年の皇居奉仕団 先週無事終了しました。

創立記念ＯＢ会員卓話
静岡ガス株式会社
代表取締役会長 岩崎清悟 様
静岡西ロータリー
クラブ創立４０周
年、誠におめでとう
ございます。
「奉仕の精神」でこ
の長い歴史を紡が
れてこられました会
員の皆様に、
心からの敬意を表し
ます。
当クラブに在籍期間 1996 年〜2008 年 12 年間。
平成 25 年 1 月〜3 月
静岡新聞夕刊 連載 「窓辺」
参照。
年次総会開催
1 号議案
次次期会長 北島俊秀君を指名する件
賛成多数 可決
2 号議案 次期役員及び理事の件
会長
富田英児君
幹事
白鳥三和子君
会場監督 榊一夫君
会計
野木秀明君
会員増強 今田智久君
広報・ＩＴ 川崎友和君
クラブ管理 杉山元君
職業奉仕 高橋雅美君
R 財団
渡辺憲治君
賛成多数 可決
閉会の点鐘

沼田時子 君

