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国際ロータリー第 2780 地区 

横須賀北ロータリークラブ週報 

2021～2022 年度 
 

例会日  毎週火曜日 12：30～13：30   

例会場  かながわ信用金庫追浜支店３階 横須賀市追浜本町 1－28 

       TEL 046（866）1515 

事務所  鈴木ハイツ 2Ｆ       横須賀市追浜町 3－22－202 

         TEL・FAX 046（866）1801 

      URL：http://www.yokosukakita-rc.jp/ 

         E‐mail: info@yokosukakita‐rc.jp 

 

会    長 髙田 源太  副  会  長  竹永  薫  

 

幹    事 佐々木佑倫  会報委員 長  飯倉 正俊  

 

第２８１８回 ２０２１年 ７月 ２０日『火曜日』横須賀北ＲＣ 

 

点 鐘 

合 唱  「横須賀北ロータリークラブの歌」 

司 会  髙田 源太 会長 

ゲスト  横浜金沢八景ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 
      会 長 上田 廣一 様 

        幹 事 中田 勇一 様 

      地区ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員会 

      委員長 神谷 一博 様 

 

ビジター 

誕生日祝    
入会記念日のお祝い 

｢出席報告｣ 

 (本日)7 月 20 日 

総数 
出席対象

数 
出席数 出席率 

メークア

ップ 
計 

修正出席

率 

20 名 19 名 14 名 73.68％ 2 名 16 名 84.21％ 

（前々回)7 月 6 日 

総数 
出席対象

数 
出席数 出席率 

メークア

ップ 
計 

修正出席

率 

20 名 19 名 15 名 78.95％ 2 名 17 名 89.47％ 

 

横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
60 周年 

中田勇一様 上田廣一様 

神谷 一博様 

mailto:info@yokosukakita‐rc.jp
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「メーキャップされた会員」 

7/16 第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会 髙田源太会長 平林祐樹会員  

石井伸二会員 佐々木佑倫幹事(ZOOM) 

 

「ニコニコＢＯＸ」 

横浜金沢八景ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 会長 上田廣一様 

７月１日付で横浜金沢八景ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞが発足し、初

代会長を命じられました。宜しくお願い致します 

地区ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員会委員長 神谷一博様（湯河原ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ） 

  本日は「１０月２４日世界ﾎﾟﾘｵﾃﾞｰ」の盛り上げと 

ﾎﾟﾘｵの啓蒙活動の一環として参りました。 

皆様どうぞよろしくお願い致します。 

三役  暑さも本番になりました。体調管理にはご注意ください。 

本日は横浜金沢八景ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより会長 上田様、幹事 中田様 地区 

ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員会より神谷委員長 有難うございます 

石井伸二会員 神谷委員長 横浜金沢八景ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ上田会長、中田幹事 今日はあり

がとうございます 

福嶋義信会員 横浜金沢八景ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 上田廣一様 幹事 中田勇一様ようこそ 

  地区ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員長、神谷一博様 本日は宜しくお願い致します 

伊与田あさ子会員 横浜金沢八景ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ上田会長、中田幹事ようこそいらっしゃ 

いませ。地区ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員長神谷様 ご指導宜しくお願いします 

壹岐義史会員 横浜金沢八景ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 上田様、幹事 中田様ようこそ。 

地区ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員会委員長神谷様ようこそ。卓話楽しみにしています 

前川永久会員 横浜金沢八景ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ上田会長、中田幹事、地区ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員会 

神谷委員長ようこそおいで下さいました。神谷委員長 ｽﾋﾟｰﾁ宜しく

お願い致します 

飯倉正俊会員 横浜金沢八景ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 上田廣一様 幹事 中田勇一様 地区 

ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員会委員長 神谷一博様 ようこそおいで下さいました。 

金井秀樹会員 横浜金沢八景ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ上田会長 中田幹事 地区ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員会 

神谷委員長ようこそ。急激に暑い日が続いておりますが体調にご留意

頂き本日も宜しくお願い致します 

 

ニコニコＢＯＸの合計は 23,000 円(累計 52,000 円) 

財団ＢＯＸの合計は 10,621 円（累計 10,621 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上田会長より 

横浜金沢八景ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

の新ﾊﾞﾅｰ 

中田幹事 上田会長 

宜しくお願い致します 
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「会長あいさつ」 

・神奈川県版緊急事態宣言が８月２２日まで発令されましたので ８月３日（火） 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐公式訪問が中止となりました。当日は ZOOM ﾃｽﾄ例会を開催したいと思

います。ご協力宜しくお願い致します 

・宣言が２２日に解除されましたら２４日の例会は開催する予定ですが未だ決定とは

言えません。当日はｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問となっております 

 

「幹事報告」 

◎回覧 ①ﾊｲﾗｲﾄよねやま 256 ②2022－23 年度ﾛｰﾀﾘｰ奨学生募集要項 

◎本日は７月最終例会ですので財団 BOX を廻します。ご協力宜しくお願い致します 

◎８月２０日（金）開催の第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会は神奈川版緊急事態宣言の発令に伴い 

中止となりました 

◎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 

 

 

｢スピーチ｣ 

 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員会 委員長 神谷 一博 様】  
 

１，「日本でのﾎﾟﾘｵ発症経緯」 

 世界では１９８８年（３０年前）の頃、１２５か国で年間３５万人のお子

さんがﾎﾟﾘｵを発症していたと推定されています。日本でも１９６０年

（５８年前）「東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸは１９６４年でした」に北海道を中心に５，０００人以上の患者が

発生する大流行が有りました。翌１９６１年１，３００万人分の経口生ﾜｸﾁﾝを緊急輸入し、

全国一斉にお子さんに１，３００万人分の経口生ﾜｸﾁﾝを緊急輸入し、全国一斉にお子さん

にﾎﾟﾘｵﾜｸﾁﾝを投与しました。これによって日本では、急速に流行を終息させる事に成

功しました。これが日本で成功した、世界最初の NID（全国免疫接種日）です。 

 その後日本では１９８０年（３８年前）に１型ﾎﾟﾘｵの症例を最後に、野生型ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽに

よるﾎﾟﾘｵ麻痺症例は見られていないと言うことです。「出典：国立感染症情報ｾﾝﾀｰ HP」

より。現在６５歳前後の方は当時ご両親が顔色を変えていた事を思い出すのではないで

しょうか。ﾎﾟﾘｵは一度発症いたしますと現代の医学ではこの麻痺症例を治すことが出

来ません。生涯続く悲惨な病気です。ただ発症を防ぐ方法が一つだけ有ります。それ

が「ﾎﾟﾘｵﾜｸﾁﾝ」です。ﾜｸﾁﾝを投与された５歳以下のお子さんは生涯麻痺を発症しない

と言われています。 

 

２．「４０ドル／人／年 寄付のお願い」 

 今まで、ﾛｰﾀﾘｰとそのﾊﾟｰﾄﾅｰ団体は、これまで世界で２５億人以上の子供にﾜｸﾁﾝを投

与する活動を行って来ました。しかし、全世界からﾎﾟﾘｵを根絶しない限り、今後１０

年以内に世界での年間発症数は２０万件に上ると予想されています。現在ﾎﾟﾘｵの常在国

はわずか２か国ですが。ﾎﾟﾘｵの発症がどこかで起きている限り、感染の危険は世界中

のお子さんに及ぶことになります。（MyRotary ﾎﾟﾘｵ根絶より） 

 引き続きﾎﾟﾘｵが根絶するまでﾜｸﾁﾝ接種の手を緩めるわけにはいきません。現在の日

本でも、いまだに幼児にﾎﾟﾘｵﾜｸﾁﾝの定期接種を行っております。世界で全てのお子さ

んにﾎﾟﾘｵﾜｸﾁﾝの定期接種が必要です。 

この場をお借りいたしまして国際ﾛｰﾀﾘｰ第２７８０地区に於いては、お一人 年間４０㌦
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（約４，４００円）の使途指定寄付金をお願いしております。 

 

３．「現在の世界のﾎﾟﾘｵ症例」 

 ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝは紛争国なものでﾜｸﾁﾝが行き渡らない残念な地域です 

 ﾛｰﾀﾘｱﾝンの皆様のご寄付が役立てられている事へのご理解と引き続きのご支援を

宜しくお願い致します 

 

 １０月２４日の「世界ﾎﾟﾘｵﾃﾞｰ」に向けまして「ﾎﾟﾘｵ根絶ｻﾐｯﾄ in２７８０」に関連いた

します事前の「ﾎﾟﾘｵ根絶ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」の他、当日行われます「ｲﾝﾄﾞ、ﾃﾞﾘｰ南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

との LIVE 会議」が盛り上がります様、 これから「世界を動かす行動人」として  

田島 透ｶﾞﾊﾞﾅｰを中心に行動していきましょう。 

 

 

 

 

 

 

～例 会 風 景～ 

神谷一博様のご紹介 

石井伸二会員 

神谷一博様 

ｽﾋﾟｰﾁ有難うござ

いました 


