
● 12:30　　点　鐘

● ロータリーソング　　　　　　　　　　 我らの生業

● ゲストの紹介

国際ロータリー第２６３０地区ロータリー財団部門　

ポリオ・プラス小委員会

　　　　　　　　　　　　　 委員長　故金　正司　様

● 会長の時間　　　　　　　　 会長　　坂之上　健一

　皆さんこんにちは。先日のＩＭには朝早
くから夜遅くまでお疲れさまでした。清水
ＡＧを始め山本実行委員長のもと無事盛大
に終えることが出来ました。有難うござい
ました。また今週 11/16.17 には三重県津市
において地区大会があります。今回は次期地区大会開催ホス
トクラブとしてＰＲをすることとなっており田中実行委員長
も気合が入っております。
　いよいよ地区大会の準備も本格的に向かっていかなくては
なりませんが、その前に来年 4/19 には地区協議会がござい
ます。こちらも 1400 人位が集まる地区の大きな行事となっ
ており今週の地区大会が終了しましたら本格的に次期地区協
議会の計画及び準備に入っていきたいと思っております。ま
た皆さんに会議の招集などいろいろとご面倒をおかけします
が宜しくお願い致します。
　さて、本日は地区Ｒ財団部門ポリオ・プラス小委員会委
員長の故金様にお越しいただき卓話を頂く事となっており
ます。本年度の当クラブのポリオ・プラス募金活動計画は
2020 年 2 月会員の都竹さんが代表を務める雫宮祭りが行わ
れる際、高山の三ロータリークラブが協力し「ポリオ・根絶」
の募金活動を大々的に行う予定でおります。当日は祭とゆう
こともあり大勢の方が集まります。又メディアも来ますので

しっかりとロータリー活動の PR もかねた募金活動が行える
と思います。現在、下田理事が計画を進めておりますので詳
しい内容が決まりましたら皆様ご協力を宜しくお願いいたし
ます。
　「MY　ROTARY に記載されている一文を紹介します」
ポリオの根絶は、長年にわたってロータリー会員が力を注い
でいる活動です。パートナー団体とともに、私たちは 122 か
国、世界 25 万人以上の子供にポリオ予防接種を行ってきま
した。活動開始以来、世界の発症数は、99.9％減っていますが、
ポリオはまだ根絶されていません。私たちは、目標を実現す
るまで決してあきらめません。
　本年度よりロータリーではポリオ撲滅ではなく根絶と変更
となりました。撲滅が根絶に変わったのはポリオ・プラスも
最終段階に入ってきたため撲滅ではなく、根絶とより力強く
変わってきたのではないかと思います。
　本日の卓話ではポリオ・プラスについて詳しくお話をして
頂けると思いますので故金様宜しくお願い致します。以上で
本日の会長の時間は以上とさせていただきます。

● 幹事報告　　　　　　　　　 幹　事　　堀口　裕之

　　国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
　　・2020 − 21 年度地区補助金申請について
　　・ロータリー財団奨学生募集について
　　・地区大会「総天然色食堂」について
　　・第 2790 地区（千葉県）義援金送金の報告 1,856,933 円
　　・バギオだより
　　・2019 年手続要覧事前注文開始のお知らせ　1 冊＝ 10 $
　　・ポリオ根絶 2020 年新春チャリティーコンサートご協
　　　力のお願い
　　　日時：2020 年 2 月 18 日（火）18：15 〜
　　　会場：名古屋電気文化会館　コンサートホール

会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率

本日
1227 回 55 名 54 名 42 名 77.78％

前々回
1225 回 55 名 54 名 46 名 1 名 87.04％
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2019～2020年度 高山中央RC会長テーマ 

～「躍動！」～   Move up 

高山中央ロータリークラブ



　　　金額：3,500 円
　　・九州北部豪雨災害支援のお礼状　（ＲＩ 2740 地区ガバ
　　　ナーより）
　　・10 月クラブ増強報告書
◀高山市青少年育成市民会議より▶
　　・「第 36 回家族スナップ写真展および第 28 回家族の日
　　　図画展」出役のご依頼
◀高山市民憲章推進協議会より▶
　　・文化講演会開催について
　　　日時：11 月 26 日（火）
　　　会場：高山市民文化会館小ホール
◀会報▶
　　・高山 RC　・下呂 RC
※千葉災害義捐金　34,425 円振り込みました。

● ロータリー財団委員会　　　　 

　　　　　　　　委員長　下田　徳彦

　　　　　卓話

地区Ｒ財団部門ポリオ・プラス小委員会

　　　　　　　　　　　　　 委員長　故金　正司　様

　毎年 10 月 24 日は世界ポリオデーの開催
日です。ビル＆メリンダ・ゲイツ財団と世
界中のロータリークラブのメンバ
ーがポリオ撲滅のためにイベントを開催し
ております。常在国は現在のところアフガ
ニスタン、パキスタンでの国境地域の数例で 99.9％までの感
染を防止することに成功致しました。本日、世界ポリオの日
に、ロータリーとその世界ポリオ撲滅イニシアチブのパート
ナーは、野生ポリオウイルス 3 型（ＷＰＶ 3）が世界中で根
絶されたことを発表しました。（ＷＰＶ 3）は、天然 Po およ
び野生型ポリオウイルス 2 型に続いて、歴史上根絶されるべ
き 3 番目の感染性ヒト疾患病原体です。
　この発表は、ナイジェリアが野生ポリオウイルスの事例が
なくて 3 年が過ぎたという最近のニュースの直後にありま
す。つまり、2020 年のどこかでアフリカ地域全体が野生ポ
リオウイルスのないことを証明できるということです。「野
生ポリオウイルス 3 型の撲滅は、ポリオ撲滅のためのロータ
リーの戦いにおける重要なステップです」と、ロータリーの
国際ポリオプラス委員会の議長であるマイケルＫ . マクガバ
ンは述べました。「パキスタンとアフガニスタンの主要な課

題に取り組んでいるにもかかわらず、根絶が可能であること
を示す歴史的な進歩を続けています。
　今日は世界ポリオの日です。これは、私たちの取り組み、
これまでの歩み、そしてポリオのない世界の約束を果たすた
めにまだ必要な作業について考える時間です。ポリオを終わ
らせるための世界的な取り組みにおける残りの課題に取り組
むとき、私たちは楽観的であり、この良いニュースの勢いを
利用することが重要です。さあ、ポリオ根絶に向けて皆さん
の力を結集しポリオフリーを世界中の子ども達にプレゼント
致しましょう。」
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　　　　　11 月のお祝い
＜会員誕生日＞
仲谷　政美　　　Ｓ１９年１１月　１日
高原　清人　　　Ｓ３２年１１月　２日
直井　泰司　　　Ｓ４３年１１月　９日
橋本　修　　　　Ｓ２３年１１月１２日
山本　辰男　　　Ｓ２７年１１月２１日
清水　幸平　　　Ｓ２６年１１月２６日

＜夫人誕生日＞
都竹　太志　　　あやこ　１１月　４日
平林　英一　　　紀子　　１１月　６日
村瀬　祐治　　　ひとみ　１１月　８日
高橋　厚生　　　佳美　　１１月　９日
高原　武夫　　　優子　　１１月２４日
松之木映一　　　洋子　　１１月２６日
岡﨑　壮男　　　さとみ　１１月２９日

＜結婚記念日＞　
高原　清人　　　Ｓ５６年１１月　２日
足立　常孝　　　Ｓ５３年１１月　８日
岡﨑　壮男　　　Ｈ　４年１１月　８日
村瀬　祐治　　　Ｓ５９年１１月１０日
山本　辰男　　　Ｓ５３年１１月１４日
渡辺　甚一　　　Ｓ５５年１１月１５日
和田　良博　　　Ｓ５４年１１月１７日
大原　誠　　　　Ｓ５８年１１月２０日
周　　信夫　　　Ｈ　５年１１月２３日

おめでとうございます
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◀ニコニコＢＯＸ▶

ポリオ募金担当の故金でございます。本日は皆様と一
緒にロータリー活動ができることをうれしく思います。
地区ロータリー財団部門　ポリオ・プラス小委員会
　　　　　　　　　　　　　  委員長　故金　正司　様

地区ロータリー財団部門ポリオ・プラス小委員会委員
長故金正司様のご来訪を歓迎致します。後ほどは卓話
をよろしくお願い致します。　　　　　  理事役員一同

地区ロータリー財団部門　ポリオ・プラス小委員会故
金委員長、本日は卓話をよろしくお願い致します。故
金委員長の地区での益々のご活躍を祈念しております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  下田　徳彦

ポリオ・プラス小委員会故金委員長、本日は卓話をよ
ろしくお願い致します。ポリオ撲滅のために頑張りま
しょう。　　　　　　　　  剱田　廣喜　　村瀬　祐治

故金委員長のご来訪を歓迎致します。　　  伊藤　正隆

皆様のご協力により、濃飛グループＩＭが盛会のうち
に開催されました。誠にありがとうございました。　
　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　清水　幸平

今井康治さんのご来訪を歓迎申し上げます。もしかし
たらの入会に向けて皆さん優しくしてやって下さい。
11/2 私の誕生日と結婚記念日をクラブよりお祝い頂き
ありがとうございました。自分の誕生日など恐ろしく
て言えません。　　　　　　　　　　　　  高原　清人

結婚記念日のお花ありがとうございます。昨今、文科
大臣の身の丈発言が物議をかもしていますが、これを
医療に言い換えると、貧乏人はそこそこの治療をして
早く死ねという事か。そんな事を考えながらカミサン
と身の丈に合った分相応の程々のワインでお祝いした
いです。　　　　　　　　　　　　　　　  鶯塚　英雄

結婚記念日、妻の誕生日にお花をありがとうございま
した。　　　　　　　　　　　　　　　　  平林　英一

結婚記念日のお花を頂きありがとうございました。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  足立　常孝

昨日の「はぐるま会」で賞金を頂きましたのでニコニ
コへ。　　　　　　　　　　　　　　　　  岩本　正樹

昨日はゴルフ日和で楽しい一日でした。同行の皆様あ
りがとうございました。　　　　　　　　　  内田　茂




