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第1854回例会
平成22年4月15日

例会日／木曜日　12時30分～13時30分　　例会場／北海道ホテル  帯広市西7条南19丁目1（ＴＥＬ21-0001）
創立／1972年2月24日　　事務局／帯広経済センタービル4階　ＴＥＬ25-7347（直通）　ＦＡＸ28-6033

たいまつ宣言
1.我々は 垣根のない交流を目指し 友情の輪を拡げる
1.我々は 他に依存することなく 自らを発する
1.我々は 常に変革をもって 行動する
1.我々は 自己の研鑽の為に 真の奉仕を実践する
1.我々は 生涯現役であり 活動に引退はない
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■会長報告
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　皆さんこんにちは。先週もまた仕事の関係で休みを頂きまして
ありがとうございました。
　今日の例会は急遽プログラムを変更して、あと二日後に行われ
ますPETS・地区協の最終打ち合わせということで、時間がありま
せんので手短に会長報告を申し上げます。
　理事会の報告ですが、今年度山本ガバナー指導の元で行われま
す、RI2500地区第6分区のIMの全員登録のお願いをさせていた
だきます。
　5月30日に行われますIMにつきましては、茨木ガバナー補佐を
輩出していますので、当クラブがIMのホストクラブとなっており
ます。
　茨木会員は山本ガバナーの補佐であり、次年度ガバナー事務所
の代表幹事でもあるということで職務が混沌としており、何もか
も一緒にしてしまいがちですが、山本ガバナー指導の元で行われ
るIMの開催という認識を理解していただきたいと思います。
　他のクラブすべてではありませんが、12月の会費徴収時に全員
登録を済ましており、我がクラブも遅まきですが全員登録をよろ
しくお願いします。いろいろご意見が多々あるかと思いますが、
会員の皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。
　本日、お願いの文章と共に納付書をお送りさせていただきます
ので、よろしくお願いします。
　以上で会長報告とさせていただきます。
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エコキャップの回収に
協力して下さい

世界の子どもたちにワクチンを届けよう!

会長　  深澤　知博

■今月の主な行事
誕生・結婚祝

夜間例会

※祝日休会（昭和の日）
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■出席状況報告
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プログラム「なぜ、今、まだ、ポリオ」堀　修司会員プログラム「なぜ、今、まだ、ポリオ」堀　修司会員



点鐘	 深澤知博会長
開会宣言	 萱場誠一SAA
ロータリーソング（我等の生業）	 萱場誠一SAA
ビジター紹介	 深澤知博会長
（会食）
会長報告	 深澤知博会長
会務報告	 山本範之幹事
①帯広西RC、夜間例会開催のお知らせ
　　日　時　4月22日（木） 午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
②帯広北RC、移動例会開催のお知らせ
　　日　時　4月23日（金） 午後0時30分
　　場　所　北海道電力㈱
③帯広南RC、創立20周年記念祝賀会（夜間例会）開催のお
　知らせ
　　日　時　4月23日（金） 午後5時
　　場　所　北海道ホテル
　※尚、4月26日（月）の繰上げ例会と致します。
④帯広RC、移動例会開催のお知らせ
　　日　時　4月28日（水） 午後0時30分
　　場　所　帯広動物園
⑤帯広西RC、4月29日（木）は祝日のため休会と致します。
　帯広北RC、4月30日（金）は休会と致します。
　帯広南RC、5月3日（月）は祝日のため休会と致します。
　帯広東RC、5月4日（火）は祝日のため休会と致します。
　帯広南RC、5月5日（水）は祝日のため休会と致します。

「ハイルハンバグ子ども応援奨学金の会」への支援金の贈呈		
	 	 国際奉仕委員会
出席報告	 出席委員会
ニコニコ献金	 親睦活動委員会
　細川周作会員地区協の記念品に当社の製品を採用いただ
きました。

プログラム	 健康増進委員会

なぜ、今、まだ、ポリオ

	 	 健康増進委員会　堀　修司委員長
１）私がロータリーに入った1991年には、「ポリオプラス」
が財団の項目に大きく載っていまして、ロータリーという
のはポリオの活動もしているんだというくらいの認識でし
た。その後、ちょっとは絶滅宣言のことを聞いたぐらいで、
ポリオの話があまり聞かれなくなり忘れかけていたころ、
足立ガバナーの時に、突然ポリオに対する献金の話が出て
きました。マイクロソフトのビル・ゲイツさんが 1億ドル
のチャレンジ補助金を出したので、ロータリアンも1億ド
ルを集めなければならないという話でした。その時の素直
な感想が「なぜ、いま、まだ、ポリオ」だったのです。私の
勉強不足とロータリー情報の不徹底が「ポリオはもう無く
なった」と勝手に思い込んでいました。
２）でも、まだまだポリオはありました。紀元前のエジプ
トの壁画から現在まで、まだ猛威をふるっています。
３）ポリオは子供の発症が圧倒的だったため「小児マヒ」と
も呼ばれていますが、アメリカのルーズベルト大統領は
39歳の発症でした。
４）ポリオの発症は1〜2％です。脊随の灰白質という運動
に関係する神経の通り道をやっつけるものですから、筋肉
も発達せず弛緩性まひを呈します。死亡するのはそのうち
の7％です。呼吸筋がやられるので「鉄の肺」が使われまし
た。ほとんどが風邪のような症状で、本人も知らないうち
に免疫が出来ています。ポリオウイルスは感染者の「のど」
に居るのですが、感染源になるのは腸に残って糞便から排
出されるウイルスです。17週間も腸にいるのですから、
不顕性感染でも二次感染が問題になることがあります。後
でも出てきますが「決められた日に全員に投与（NIDs）」が

有効になります。
５）ポリオと人類の戦いはスライドの如くなのですが、こ
のうちで1949年のエンダーズ（ノーベル賞受賞者）のポリ
オウイルスの培養成功が、1952年の5万8千人のアメリカ
の大流行を経て、1953年のジョナス・ソーク博士の不活
化ワクチンに繋がりました。ソークワクチンは44万人の
治験でも素晴らしい成績で、時の大統領アイゼンハウアー
に「ポリオは終った」と言わせました。ところが1955年に
カッター事件というのが起きました。ホルマリンでの不活
化が十分でないソークワクチンで、540万人の接種で113
名が発症して安全性に問題があるとされました。同じころ
毒性を弱めたワクチンを研究していたアルベルト・サビン
博士の経口生ワクチンが大規模な治験もないまま、1956
年の1500万人のソ連の大流行に使われ、東ヨーロッパで
は1億人に接種され、大きな成果をあげました。
６）1960年には日本でも5600名が発症し、特に夕張市で
は1602名が発症して127名が死亡、830名が麻痺を残しま
した。この10年前には私も小学校1年生で、夕張に半年い
ました。共同便所の長屋生活の同級生を思い出します。
７）この事態に日本はワクチンの緊急輸入をしましたが、
不活化ワクチンではなく、生ワクチンでした。1か月で
1300万人に接種することで激減しました。
８）1981年以来、日本では野生株のポリオは見ておりま
せん。日本はポリオワクチンの接種率が95%と高く維持さ
れている国なのですが、2回投与で患者さんが居なくなっ
たということで、2回接種ですが、国際的には例外で他の
国は3回から4回投与、それも不活化ワクチンを追加する
ようになっています。日本の他の年齢層の抗体保有率は
80〜90％を超えているのに、昭和50年から52年生まれは
60％以下で追加接種が必要と言われています。ワクチン
行政は今回の新型インフルエンザに関しても後進国なので
す。2010年2月にも朝日新聞で未接種の子供の発症が報告
されていますが、糞便からの二次感染でオムツの取り扱い
に注意とのことです。
９）ポリオは1985年には125カ国以上で確認されていまし
たが、ロータリークラブが中心となって、活動や提唱する
ことで WHOも動かし、次々と各地で根絶宣言がだされ、
2006年には歴史上最低の4カ国になりました。地球上の
1％なのです。この1％には画面のような問題があります。
NIDs（決められた日に一斉投与）のようなポリオ撲滅運動
を進めるために、特に後ろの2つを援助するためにも、ま
だまだ寄付金が必要なのです。
10）2007年11月、マイクロソフトのビルとメリンダ夫妻
から、ポリオ根絶のため1億ドルのチャレンジ補助金の寄
付がありました。同額を集めようとするロータリーの努力
に感激したゲイツ夫妻は、さらに1億5千万ドルを寄付さ
れました。イギリス1億5千万、ドイツ1億3千万と各国の
協力は続いているのですが、まだ3億ドルが不足といわれ
ます。
　「END  POLIO  NOW」は「ここでポリオを終らせよう！」
なのです。どこの委員会が言うべきことなのかですが「ポ
リオの根絶に更なるご協力を」と申し上げて卓話といたし
ます。

閉会宣言	 萱場誠一SAA
点鐘	 深澤知博会長

　　　　　　　		4月はRI指定の「雑誌月間」です。
理事会　・ 4月17日㈯PETS、18日㈰地区協議会が開催
　　　　　されます。

　次週プログラム予定
　4月22日（木）  夜間例会 （社会奉仕委員会）

「産業廃棄物とは」  近藤誠勝会員

お	知	ら	せ


