
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                             
                                                                                                                                                            
                                                                                                                             

                                                                               
 
 
 

 

 

 

 

 

 

◎司会     ＳＡＡ・親睦委員会  関岡 俊二 

◎点鐘             会長 小田 泰機 

◎ロータリーソング「我等の生業」       

          ソングリーダー 菊池  敏 

「四つのテスト」の唱和    

ＳＡＡ・親睦委員会  関岡 俊二 

◎お客様紹介           会長 小田 泰機 

 岡山西南ＲＣ           椎原 裕二様 

  司法修習生            石埜 直樹様 

◎会務報告           会長 小田 泰機 

1月14日開催の定例理事会の報告 

１） ロータリー財団委員会委員長に遠藤二郎会員 

ＲＬＩ委員会委員・奉仕プログラム委員会職業奉仕 

委員会委員に荒瀧義機会員がそれぞれ就任するこ

とを承認した。 

２） クリスマス例会、寿例会、ロータリーデーの会計報

告等を承認。 

３） エコキャップ運動への参加について 

昨年12月3日付で当クラブに案内のあったエコキ

ャップ運動に遠藤二郎会員を担当者として参加す

ることを決定した。 

具体的な実施の説明等は後日地区担当者から当ク

ラブ例会で説明してもらう予定。 

４）2月25日開催予定の地区大会の選挙人に当クラブ 

会長を選任することを決定した。 

５）多摩市医師会・多摩市マイライフ協議会主催 

3月24日開催予定の多摩市健幸甲子園について、 

当クラブに対し正式に参加要請があった場合は、大

松会員を担当者として障がい者テニス大会に関し 

発表する方向で検討することとした。  

◎幹事報告           幹事 田﨑 博実 

配布：クリスマス例会決算報告、2015-16年度組織 

回覧:ロータリー財団ニュース1月号、ふくしだより 

他クラブ例会場変更：多摩せいせきロータリー衛星ｸﾗﾌﾞ 

クラブ連絡先のお知らせ：東京あけぼのＲＣ 

◎次年度会務報告    会長エレクト 宮本  誠 

1月14日第2回被選理事会の決議事項の報告をします 

第1号議案  

地区役員・委員の出向について地区の要請により、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遠藤二郎会員のロータリー財団委員会副委員長およ 

び同委員会ポリオプラス委員会委員長として、荒瀧義 

機会員のＲＬＩ委員会委員及び奉仕プログラム委員 

会・職業奉仕委員会委員としての就任を承認した。 

第2号議案 

 次年度クラブ委員会組織を別紙の通り決定した。 

次に、昨日調布クレストンホテルで開催された第1回 

次年度グループ協議会の報告をします。ガバナー補佐の

報告として次年度ガバナーは 

※増強・退会防止 

※ライラセミナーへの参加、インターンシップへの協力 

を特に強調されたということ。 

他に 

※次年度は、ＲＩその他への報告・諸手続きなどがオン 

ラインで行われるようになるそうです。 

※各種日程予定案などが発表されましたがそれは本決 

まりとなってから、お伝えします。只、ＩＭは開催し、 

野球は無し、親睦ゴルフは2回ということです。 

※グループ予算案が承認され、主なクラブ負担はグルー 

プ会費一人5000円及びＩＭ費用一人8000円です。 

その他 

次年度ＲＩ会長はＫ．Ｒ．“ラビ”ラビンドランという 

方でスリランカの人で、会長テーマは「世界へのプレゼ

ントになろう」と発表されました。 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告      出席奨励委員長 三田みよ子  

会員総数                34名 

出席義務者数               27名 

出席義務免除者           7名 

出席者数出席義務者（事前MU1名） 19名 

出席義務免除者           7名                             

計               26名 

出席率    26/34  =  ７６．４７％ 

第1133回例会（1/7）訂正出席率９０．９１％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 森本 由美 

 椎原 裕二様 アケオメです。本年もどうぞよろしく 

お願いします 今年は台湾に進出です。 

もうやけくそデス。 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
    
 

 
例会場  京王プラザホテル多摩 例会日 水曜日12：30～   月最終例会18：30～ 
事務局  〒２０６－００３３ 多摩市落合1-43  京王プラザホテル多摩５６１号 
TEL  042-372-6463  FAX  042-372-6491 Eメール tamagrc@tamagrc.join-us.jp 

会長 小田泰機 幹事 田崎博実    
会報・記録委員長 堤香苗  副委員長 菊池敏  
委員 足立潤三郎 伊澤ケイ子 小泉克雄 峯岸忠 宮本誠 海野榮一 

吉沢洋景 

                                                                                                                                                                   ２０１５．０１．２１ 第１１３５回例会  No.２５－２６  ２０１５．０１．２８ 発行 

 

 

  
                                                                                                                          

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

    
    
 

国際ロータリー第２７５０地区   

東京多摩グリーンロータリークラブ 
        ２０１４～２０１５年度 

 

全員参加のロータリー活動を！             

 
 



 小田 泰機  文鳥が今日もタマゴを生んだ。 

        このタマゴはなかなかうまい。 

 田﨑 博実  石埜修習生をよろしく！ 

 遠藤 二郎  これから都内へ行く予定があり 

        雪にならないことを祈ります。 

 入沢 修自  寒さにめげずに 元気よく。 

 伊澤ケイ子  遠藤さん卓話ご苦労さまです。 

 菊池  敏  お客様ようこそ！今日は特に寒い！ 

 峯岸  忠  お客様ようこそ 遠藤さん卓話 

        よろしくお願いします。 

 峰岸 千尋  今日は寒い雪にならなければいいが？ 

 宮村  宏  早退させていただきます申し訳あり 

ません。 

 森本 由美  今日の雪は積もらなければいいなあ 

        と思っています。 

        私は雪用タイヤを装着しない事にして 

います。 

 中谷 綋子  寒いですね雪にならないといいですね。 

 斎藤 誠壽  “元旦や？？の旅の一里塚 めでたく 

もありめでたくもなし”の心境です。 

しかし残された日々を世の為人の為 

自分の為に楽しくいきましょう。 

 関岡 俊二  寒い寒い寒いですね！ 

 澄川  昇  ポリオ撲滅願う次第です。 

 津守 弘範  遠藤さん卓話よろしく。 

 田村  豊  寒くなりましたが風邪をひかぬよう 

        インフルエンザはまだ流行中です。 

本日の合計￥１８,０００ （累計￥６１８，５０１） 

 

◎その他委員会 

  ☆ 多摩市健幸甲子園について   田村 豊会員 

今年度初めて地域で頑張っているボランティア、ＮＰＯ 

の方を表彰したいのですが、行政で行うと時間がかかる

ので医師会が行う予定となり今回このような会ができ

ました。 

実行委員長は私、田村です。ＲＣの会員の方も是非参加

して下さい。 

 

◎卓話「ポリオ撲滅」第2750地区ロータリー財団委員 

地区ポリオプラス委員長 遠藤 二郎会員 

１） ポリオとは？ 

脊髄性小児麻痺のことでポ

リオ・ウイルスによって、人

から人へ伝染する病です。動

物や昆虫を介することはあ

りません。ですから、ポリオ

は撲滅することができるの

です。 
ポリオ･ウイルスには、１、２、３型の３つのタイプがあ

ります。１９９９年１０月以降、２型のポリオ･ウイルス

は見つかっていません。このことはすでに２型のウイルス

を撲滅することができたと言えます。 
２） ポリオ･プラスとは？ 

当初は、ポリオと共にはしか、ジフテリア、結核、百日咳、

破傷風の五つをプラスしてプログラムを設けたものを指

しましたが、現在ではポリオ撲滅運動がもたらした遺産の

ことを指します。ポリオ･プラスへの寄付は、基金として

プールし、要請がある都度使っていきます。 

３） ポリオプラス・パートナーとは？ 

ポリオ発症地域のロータリアンを支援し、ポリオの撲滅に

必要な用具や補給品を提供するためのプログラムです。ポ

リオプラス・パートナーへの寄付はポリオプラス寄付とは

異なり、基金としてプールせず、すぐに使います。 

４）ロータリーのポリオ撲滅運動の歴史は以下の通りです。 

Ａ） ロータリーは、１９７９年から５

カ年計画でフィリピンの６００万人の

児童にポリオの予防接種をし、初めてポ

リオのプロジェクトに携わりました。 

Ｂ） 国連の４０周年に当たる１９８５

年にロータリーは１億２，０００万ドル

を集めると言う声明を出し、ポリオプラ

ス・プログラムを設けました。 

Ｃ）１９９５年の規定審議会で、ポリオプラスの目標を２

０００年までにポリオを一掃し、ロータリー１００周年に

あたる２００５年までにポリオ撲滅を証明することが採

択されました。 

Ｄ）２００７年の規定審議会で、ポリオ撲滅を国際ロータ

リーの最優先の目標にすることが承認されました。 

＊野生ポリオ・ウイルスの撲滅の証明がなされるまで、他

のコーポレート・プロジェクトを採択しないこと。 

５）現在のポリオ発症の現状は以下の通りです。 

Ａ） 現在、野生株ポリオ・ウイルスの常在国は、アフガ

ニスタン、パキスタン、ナイジェリアの３カ国です。 

２０１４年２月インドでの過去３年間ポリオ発症 ０ が

確認され、世界保健機関（ＷＨＯ）は東南アジア地域での

ポリオ撲滅宣言を公式に表明しました。 

Ｂ） ポリオ・ウイルスを持って海外に渡航した人によっ

て、その渡航先の国でポリオの発症があった場合、外来株

による発症とみなされます。この場合感染ルートが特定で

きますので、１年後にはその発症数が激減します。現在で

は、外来株による発症数はかなり減少してきました。 

６）ポリオ撲滅活動は最終局面に入りました 

【ポリオ撲滅戦略計画２０１３－１８】 

世界ポリオ撲滅推進計画（ＧＰＥＩ）はポリオ撲滅戦略計

画２０１３－１８を開始しました。 

この計画では２０１４年までにポリオの発症をなくし２

０１８年までにポリオの根絶が証明されることを目指し

ています。しかし残された地域は交通の不便な僻地や紛争

地域など危険が多く時間と資金のかかる地帯です。 

「あと少し」のこの大事な機会にいっそうのご協力を 期

待いたします。 

７）ロータリアンとしてのポリオ撲滅に対する取り組み  

ポリオの完全撲滅は 

 

ロータリーが世界の子供達と交わした 

 

「約束」です。 

 

      ロータリアンとして確かな足跡を残そう！ 

◎お礼と点鐘          会長 小田 泰機 

（今週の担当 峯岸  忠） 


