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「我らの生業」
竹永
薫 会長
財団補助金委員会委員長

三宅

譲

様（逗子ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）

補助金配分・推進委員会委員

岡本

久

岡本 久様 三宅 譲様

様（逗子ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）

ビジター
竹永
薫 会員（１２月 ５日生）
誕生日祝
入会記念日のお祝い
入会記念日のお祝い
｢出席報告｣
(本日)12 月 11 日
出席対象
メークア
総数
出席数
出席率
数
ップ
24 名
23 名
15 名
65.22％
2名
（前々回)11 月 26 日
出席対象
メークア
総数
出席数
出席率
数
ップ
24 名
23 名
9名
39.13％
5名
「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
12/4
地区会員増強委員会
前川永久会員 髙田源太会員
12/10 横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 福嶋義信会員
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お誕生日祝
竹永 薫会長

計
17 名
計
14 名

修正出席
率
73.91％
修正出席
率
60.87％

「ニコニコＢＯＸ」
地区財団補助金委員長 三宅 譲 様（逗子ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
本日はお邪魔させて頂きます
補助金配分・推進委員 岡本 久 様（逗子ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
本日はどうぞ宜しくお願い致します
三役
本日はお忙しいところ財団補助金委員長 三宅 譲様、補助金配分・
推進委員岡本久様ようこそおいで下さいました。何卒宜しくお願い致
します
森
洋会員 地区財団関係の三宅さん、岡本さんご指導宜しくお願い致します
竹永 薫会員 本日は地区財団補助金委員会より三宅委員長・岡本委員にお越し頂き
ありがとうございます。
また誕生日を祝って頂きありがとうございます
福嶋義信会員 財団 三宅委員長、補助金配分 岡本委員、本日は卓話宜しくお願い
致します
石井伸二会員 三宅さん、岡本さん今日はありがとうございます
小菅健史会員 財団補助金委員会 三宅 譲様、補助金配分・推進委員会 岡本 久
様ようこそおいで下さいました
伊与田あさ子会員 財団補助金委員長 三宅 譲様、補助金配分・推進委員 岡本
久様ようこそいらっしゃいませ。お話宜しくお願い致します
竹永会長、お誕生日おめでとうございます
小出純子会員 財団補助金委員長 三宅 譲様、補助金配分・推進委員 岡本 久様
本日は宜しくお願い致します
ニコニコＢＯＸの合計は 19,000
19,000 円(累計 221,000
221,000 円)
ご協力有難うございました。次週も宜しくお願い致します
「会長あいさつ」
先週の例会はお休みを頂きまして申し訳ござませんでした。
急に寒くなりましたので皆様 お身体の方お気を付け下さい。
上半期も終わり来年は５月から年号も変わります。世の中 水道事
業民営化等変わって参ります。色々と頑張りたいと思います。
次週例会は今年度半期報告です。宜しくお願い致します
「幹事報告」
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より
①RI 第２７８０地区 2021-2022 年度地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ･ﾉﾐﾆｰ候補者に
田島 透君（ふじさわ湘南 RC）が指名されました・・略歴回覧
②２０１９-２０年度実施ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ向け第２回「地区補助金説明会」
日 時 ２０１９年 １月２６日（土） 13：00～15：00
場 所 藤沢駅南口 第一相澤ﾋﾞﾙ３階「会議室」
③青少年交換学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ開催
日 時 ２０１９年 １月 ５日（土）14：30～16：30 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
場 所 藤沢駅南口 第一相澤ﾋﾞﾙ６階「会議室」
④２０１８～１９年度開催の「新会員の集い」締切日の変更
１回目締切・・２０１９年１月末⇒２０１８年１２月末
◎横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のお知らせ受領
◎回覧 ①財団 NEWS12 月号②神奈川新聞「しずくちゃん小学校へ復帰」
2

◎配布 ①ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信
◎本日例会終了後１２月定例理事会を開催いたします。関係理事の方は宜しくお願い
致します
「委員会報告」
｢スピーチ｣

～ﾛｰﾀﾘｰ財団月間卓話～
ﾛｰﾀﾘｰ財団月間卓話～
【第３ｿﾞｰﾝ戦略計画ｾﾐﾅｰ２０１７第４分科会｢ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員会｣より

財団補助金委員長 三宅 譲 様
【正式名は Poliomyelitis 略して Polio（ﾎﾟﾘｵ
Polio（ﾎﾟﾘｵ）
（ﾎﾟﾘｵ）】
日本名「急性灰白髄炎」一般名｢脊髄性小児麻痺｣
・主に小児に発症するが大人に発症する事もある
・病原菌のﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽが脊髄の灰白質に入り込み神経細胞を傷害する
・手足の筋肉が麻痺、委縮し手足は極端に細くなる
・ｳｲﾙｽ感染者の約０．１％に麻痺症状は発生する。
・延髄や呼吸菌が侵されると自発呼吸が出来なくなり死亡するか、人工呼吸装置（鉄
の肺）に入り続けなければならなくなる
【ﾎﾟﾘｵとは】
ﾎﾟﾘｵとは】
・ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽによって、人から人へのみ感染する｡人から排泄された糞便中のﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽ
が経口感染により腸の中で増殖、血流に侵入する
・ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽには１，２，３型の３ﾀｲﾌﾟがある。２型は２０１２年に撲滅されており、
３型は２０１５年以来発症していない。
・元々その国に存在していたｳｲﾙｽを野生株、ほかの国から運び込まれたｳｲﾙｽを外来株
と言う。野生株のある国を常在国と言う。
・ﾎﾟﾘｵ患者の４０～５０％にﾎﾟﾘｵ症候群（PPS）が発生する
【日本におけるﾎﾟﾘｵ】
日本におけるﾎﾟﾘｵ】
・明治の後期からほぼ１０年おきに流行
・１９４７年届出伝染病に指定、正式な調査が始まる
・１９６０年に大流行、患者数は史上最大の５，６０６人
・１９６１年生ﾜｸﾁﾝの安全性が未だ確認されていない中、時の厚生大臣古井喜美
（よしみ）氏の｢責任は大臣が持ちます｣と言う強い決断によりソ連、ｶﾅﾀﾞから生ﾜｸ
ﾁﾝを緊急輸入。１３００万人を超す児童に一斉投与し劇的な効果を得る。
・１９６０-６１年をﾋﾟｰｸとして急速に減少。
・１９６４年ﾜｸﾁﾝによる定期予防接種開始
【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】
ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】
１９８５年、ﾛｰﾀﾘｰは、全世界でﾎﾟﾘｵの撲滅を目指す｢ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｣を設置
【国際ﾛｰﾀﾘｰのﾎﾟﾘｵ撲滅活動の軌跡】
国際ﾛｰﾀﾘｰのﾎﾟﾘｵ撲滅活動の軌跡】
【ﾎﾟﾘｵを撲滅する５つの理由】
ﾎﾟﾘｵを撲滅する５つの理由】
①人々の生活を改善
撲滅活動のお蔭で１６００万人の人々が身体麻痺に罹る事無く自分の足で歩行
3

②未来への投資
撲滅できなければ、今後１０年間で毎年２０万人の子どもが身体麻痺になる可能性
がある
③子供の健康を改善
ﾎﾟﾘｵ撲滅のｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽや予防接種活動では、他の保健検査も行われるため、ﾎﾟﾘｵ以外
の疾患にも早めに対処することが出来る
④資金の節約
ﾎﾟﾘｵのない世界の実現で今後の２０年間４００～５００億㌦の資金が節約でき、世
界経済に良い影響をもたらす
⑤歴史をつくる
ﾎﾟﾘｵが撲滅されれば、天然痘に次ぐ撲滅された疾病となり、公共保健歴史上最も偉
大な功績の一つとなる

GPEI：世界ﾎﾟﾘｵ撲滅推進活動
GPEI：世界ﾎﾟﾘｵ撲滅推進活動
【目的】 世界中の子供にﾎﾟﾘｵの予防接種を提供し、世界からﾎﾟﾘｵを撲滅すること
【ﾊﾟｰﾄﾅｰ団体】
WHO（世界保健機構）
WHO（世界保健機構）
UNICEF（国連児童基金）
UNICEF（国連児童基金）
CDC（米国疾病対策ｾﾝﾀｰ）
CDC（米国疾病対策ｾﾝﾀｰ）
国際ﾛｰﾀﾘｰは１９８８年 GPEI の発足に参加

【ﾛｰﾀﾘｰ財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑと寄附金運用のしくみ
ﾛｰﾀﾘｰ財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑと寄附金運用のしくみ】
しくみ】
補助金配分・推進委員 岡本 久 様
〈寄付の種類と特徴〉
寄付の種類と特徴〉
・年次基金：ﾛｰﾀﾘｰの現在の活動を支援する
地区補助金・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金などｸﾗﾌﾞの奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを支える基金です。ｼｪｱｼｽﾃﾑと呼
ばれる仕組みを通じて人道的ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、奨学金、職業研修ﾁｰﾑの活動を支える補助金
に生まれ変わります。３年後、財団活動資金として国際財団活動資金（WF）と地区
財団活動資金（DDF）に分かれます
地区では一人２００㌦以上の寄付をお願いしています
・恒久基金：ﾛｰﾀﾘｰの未来を考える
寄附金は使用せず、基金として積み立てておく。運用収益のみが３年後に財団の補助
金としてﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに使用されます。 財団は２０２５年までに恒久基金の資金２０億
２５００万㌦（２２２７億５０００万円）を集めることを目標としてます
恒久基金への寄付は以下の寄付認証の対象となります
ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰ
１０００㌦以上の寄付
遺贈友の会
遺産計画を通じて１万㌦以上の寄付を誓約
ﾒｼﾞｬｰﾄﾞﾅｰ
累積寄付１０，０００㌦以上（一万㌦）
ｱｰﾁ･ｸﾗﾝﾌ･ｿｻｴﾃｨ 累積寄付２５０，０００㌦（２５万㌦）
地区では「１ｸﾗﾌﾞ１０００㌦以上｣の寄付をお願いしています
・使途指名寄付：特定の活動分野を支援する
ﾛｰﾀﾘｰの優先活動の中から、寄付先を選んで寄付する
ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ基金が代表的な使途指名寄付
わずか６０円ほどでのﾜｸﾁﾝで、一人の子供を生涯、ﾎﾟﾘｵから守ることが出来ます
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ﾛｰﾀﾘｰのｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ（会員専用）を利用してﾎﾟﾘｵ撲滅の人道的支援に御協力願います
（利用金額の０．３％がﾎﾟﾘｵ撲滅の活動資金になります）
）
地区ではﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽに一人４０㌦以上の寄付をお願いしています
地区ではﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽに一人４０㌦以上の寄付をお願いしています

～例 会 風 景～

行事予定
〈クラブ〉
２０１８年
１２月 ４日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 芹澤達之 雑誌委員長
１１日（火）通常例会 卓話 ﾛｰﾀﾘｰ財団月間卓話
地区財団補助金委員長 三宅 譲 様
補助金配分・推進委員 岡本 久 様
第６回定例理事会 13：40～14：30
１８日（火）通常例会 半期報告 三役
２０１９年
１月 １日（火）休
会 祝日
８日（火）通常例会「Ｒの友」紹介 芹澤達之 雑誌委員長
卓話 亥年生まれの会員（浅野径子・有本親子会員）
第７回定例理事会 13：40～14：30
１５日（火）通常例会 卓話 横浜市大教授 影山 摩子弥 様
２２日（火）夜間例会 新年家族会 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ 18：00～
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