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司  会       中澤 信敏君 
開会点鐘       ⻄澤 文登君 
⻫  唱     「手に手つないで」 
ゲスト 
NPO 法人 うえだミックスポーツクラブ 
    理事⻑  荒川 玲⼦様 
ビジター 
  ハワイ ワイキキ RC   

山口  登君 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

 
 
バナー交換を⾏いました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
※ロータリーのロゴ入りシャツでした！ 
 
委員会報告 
 ・米山セミナー報告  宮原宏一君  
よねやま親善大
使 干咏(うえい)
様の講演で心に
残った⾔葉は 
『米山奨学会の
おかげで今日が
あります。お世話
になった日本に
これからご恩返しをしていきたいです。』 
でした。 
 
プログラム   
・ゲストスピーチ 

NPO 法人 
  うえだミックスポーツクラブ 

    理事⻑  荒川 玲⼦様 
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ポリオ・プラスのこと 
              ⻄澤⽂登君 
 迷走台風 10 号が今
⽇東北地⽅に上陸す
るそうです。東北地⽅
太平洋側に台風が上
陸するのは観測史上
初めてのことだそう
です。昔は、北海道は台風には縁のない地
域でしたが今年は何回も被害にあっていま
す。気候が変化してきているのですね。 
 先週の土曜⽇ 8 月 27 ⽇に松本大学で米
山奨学会とロータリー財団のセミナーがあ
りました。午前中の米山セミナーに国際奉
仕委員⻑の宮原宏一さんにご出席いただき、
午後の財団セミナーには財団委員⻑の⻄澤
尚夫さんと私が出席いたしました。米山セ
ミナーのことは宮原さんから後ほど発表が
あるそうです。私は所用の為途中までの出
席でしたが、財団セミナーは大変有意義な
ものでした。私は昔のロータリアンですの
で、専門用語が飛び交うセミナーとそれに
真摯に向き合う出席者の皆さんの雰囲気に
まず感動を覚えました。今やロータリー財
団は本家の国際ロータリーと⾞の両輪に例
えられるぐらい大きな存在になっています。
内容も複雑です。マスターするには何年も
かかると思いました。その中から、今⽇は
ポリオ・プラスについてお話ししたいと思
います。 
 ポリオとはすでに皆様ご存知の通り「骨
髄性小児麻痺」のことです。ポリオウイル
スによる伝染病で主に 5 歳未満の幼児が冒
されます。身体を麻痺させ重篤な場合は呼
吸困難や死に至ることもあります。ポリオ
感染後の後遺症による麻痺障害を治療によ
って治すことはほとんど不可能という難病
です。最善の対策は予防であり、幼児への

ワクチン投与が重要となります。ワクチン
を提供しポリオを世界から撲滅しようとい
う運動にユニセフと WHO(世界保健機構)
と提携して RI とロータリー財団は何年も
前から取り組んでいるのです。ポリオ・プ
ラスのプラスとは、はしか、ジフテリア、
結核、百⽇ぜき、破傷風のことです。これ
ら 5 つの伝染病をプラスして同時追放を目
的としているのでポリオ・プラスと呼んで
いるのです。 
 アメリカのクラブでは 1916 年からポリ
オ対策に取り組んでいたそうですが、RI と
して世界的に取り組むきっかけとなったの
は 1979 年にフィリピンのパスとガバナー、
サビノ・サントスさんの要請だそうです。
当時全世界のポリオ患者は約 50 万人。その
内なんと 45%がフィリピンだったという
ことです。RI はこの要請を受けて早速 5 年
計画で 600 万人の⼦供にポリオの予防接種
を⾏いました。そして 1985 年、ロータリ
ー創⽴ 80 周年を期にポリオ・プラス計画が
始まります。1995 年の規定審議会では、世
界からポリオが無くなったことが証明され
る⽇までその撲滅がロータリーの第一の目
標である決定されました。 
 全世界のロータリアンから資⾦が寄付さ
れ、またたく間に効果が上がり、現在は全
世界の 99.9%まで撲滅は成功しています。
当初ロータリーでは 2005 年には 100%達
成できるだろうと踏んでいました。ところ
が残りの 0.1%がなかなか達成できません。
「あともう少し」と⾔われて 10 年ほどが経
過しています。未開発地域や紛争がある地
域や宗教的偏⾒のある地域もあり、調査さ
え困難な所もあるのです。しかしそんな障
害も乗り越えて 100%目指して努⼒は続け
られています。 
 ロータリー財団は創⽴ 100 周年を迎えま
す。提唱者であるアーチ・クランフは「何
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かよいことをしようよ！」と訴えて財団の
基を築きました。ポリオ・プラスがよいこ
とであるのは確実です。ロータリアンから
の寄付で、全世界 20 億人以上の⼦供たちに
ワクチンが投与されています。ロータリー
は世界の良心です。我々も良心を実⾏しま
しょう！ 

 
 

 
松澤 一志君 

 
 
 

 
1.RI より 
 ・2016 年 9 月 １＄=102 円  
全会員配布物 
1.当クラブ会報  第 904 号 
 

 
 
 
 
 
 

田中 栄一君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 ⽇ 22 5 - 77.27％ 
前々回 23 10 6 82.61% 

⻄澤文登君 迷走台風には困ったものです。      
被害の少ない事を祈ります。
今⽇は荒川様ありがとうござ
います。 

松澤一志君 うえだミックスポーツクラブ
代表荒川玲⼦様、ようこそお
越しくださいました。 

飯島俊勝君 台風東北地⽅大変ですね。 
１０号の軌道は迷走ですネ。 

⻫藤惠理⼦君 荒川さんお忙しいところあ
りがとうございます。お話楽
しみにしています。 

山崎芳雄君 荒川様ゲストスピーチよろし
くお願いいたします。 

⿅志村恭彦君 ゲストスピーチ荒川様よろ
しくおねがいします。 

田中栄一君 荒川様ゲストスピーチ御苦労
様です。 

水野泰雄君 荒川さん〜ようこそ！スポー
ツの原点を教えてください。
P.S.千曲川氾濫注意報発令！ 

柄澤 堯君 台風大型のようですが、⻑野
は静かでいいですね。 

中沢利樹男君 荒川様、本⽇はよろしくお
願いいたします。 

宮原宏一君 うえだミックスポーツ荒川さ
んよろしくお願いします。 

生川秀樹君 荒川様本⽇は雨の中お越しい
ただき、ありがとうございま
す。 

横沢 正君 荒川様スピーチ楽しみにして
おります。 

杉山 裕君 荒川様、今⽇はよろしくお願
いします。 

中澤信敏君 荒川さんようこそ。よろしく
お願いします。 

      ねぷた今週末３⽇夜開催しま
す。大河ドラマ招致目的達成
今年で一区切りです。 
ありがとうございました。 

 

肥田野秀知君 ⻄澤 尚夫君 
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ゲストスピーチ  
NPO 法人 うえだミックスポーツクラブ 
       理事⻑  荒川 玲⼦様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ~上田から世界へ  
夢を叶えた⼦ども達~ 

今年３月に千葉県幕張メッセで開催され
た チアリーディングチーム選手権で⾒事
１位を獲得し、４月末から５月 アメリカ 
フロリダ ディズニーリゾートで開催され
た「SUMMIT」世界選手権に上田市内の小
中学生 23 名が出場いたしました。 

チームのヘッドコーチとして、今年設⽴
10 周年を迎えるこのチームづくりなどの
道のりと、世界大会までの約１ヶ月で地域
の企業、個人の皆様より 650 万円のご寄付
を集めた経験や、夢を実現する熱い想いの
お話をしていただきました。 

 

ビジターでお越しいただいた 

ハワイワイキキロータリー 

クラブのバナーです。 

例会場に飾らせていただきま

す。 


