
（会長報‾うつ　吉野　勲君

先週例会終了後第四回のクラブ協議会を行いまし

た。各委員長さんより活発なご意見を噴戴いたし、

今後の活動計画の指針にして参りたいと存じます。

特にポリオプラスの件につきましては、理事会の決

定を持つ前に全会員に周知徹底してもらうためにも

広くこ意見をお聞きしながら進めて参りたいと存じ

ます。この前配布されたガバナー月信に、当鶴岡ク

ラブのポリオプラス寄附額がゼロになっておりまし

たが、地区事務局に問い合わせ致しました処、次回

の月信には掲載になるそうですのでご諒承下さい。

（幹事報告＿〕　板垣広志署
〇第255地区石岡87ロータリークラブ認証状伝達式

のご案内

日　時　　4月17口

場　所　石岡市民会館

登録料　12，000円

希望者は事務局迄。尚、当日は鶴岡乗クラブの認

証式があります。

○鶴岡ソロプチミストの認証式の御礼状が来ており

ます。

03月26日、天童R．Cの創立式典がございます。

登録〆切が2月20日となっております。出席なさ

る方はここ両日中にまとめたいと思いますので申

し出て下さい。尚、先日申し込んでいただいた方

メモ忘れましたので再度お知らせ下さい。

（耳会員＿＿亘二重つ　庄司嘉男署
1．氏　　名　　荒井宏明君

2．生年月日　　昭和18年10月31日

3．自　　宅　　鶴岡市千石町11－25【404

4．職　　業　　山形日産自動車販売㈱

代表取締役社長

5．家族構成　　妻　　潤　子様
長女　由紀子様

長男　一　幸様

次男　陽　介様

6．略　　歴　　横浜市立大学商学部卒業

昭和41年4月　日産自動車㈱入社

7．趣　　味　　ゴルフ．音楽鑑賞

（新会員挨拶〕　荒井宏明署

只今ご紹介いただきまし

たように、この1月1日付

をもちまして山形日産自動

車販売の万に参りました。

前手塚が大変皆様方にお世

話になりまして本当に有難

うございました。そのあと

仲々能力もありませんし、

まだ会社の中身もわからず

戸惑っております。一つなんとか皆様方のご指導を

いただきながら頑張っていきたいと思います。

今、司会の方からご紹介いただきましたように、

昭和18年生れでございまして、今年の誕生日を迎え

ますと45才になります。まだまだ若僧でございます。

鶴岡の地は初めてでございます。ただ、私の母が羽

後本荘の出でございまして、そういう意味では子供

の頃、度々羽後本荘の方には遊びに参りました。最

近まいりましたのは大部前のことですが、昭和44年

に従弟が結婚致しましてその時に参りました。それ

から19年たっております。大部久しぶりに羽後本線

に乗りましてこちらの方に参りました。

何分若輩者でございます。皆様に迷惑をおかけす

るかも知れません。是非皆様方のご支援・ご鞭漣を

頂きまして、今後共よろしくご指導お願い致します。

どうもありがとうございました。

〔‾‾新会員紹介）　新穂光＿郎署

1．氏　名　松沢主一軍

2．生年月日　　昭和18年9月3日

3．自　　宅　　鶴岡市美原町2－27

4．職　　業　　日本交通公社鶴岡支店　支店長

5．家族構成 様
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三男　弘　三様

6．略　′歴　　新潟県立新潟商業高校卒業

日本交通公社入社後、東京、埼玉、

新潟支店勤務
7．趣　　味　　旅行（神社仏閣めぐり）・ゴルフ

〔‾新会員挨撃つ　松沢主＿署

皆様こんにちわ。只今ご

紹介いただきました新潟県

出身の松沢圭一でございま

す。この度新穂様のおすす

めによりまして伝統ある当

クラブに入会をさせていた

だきまして誠にありがとう

ございました。私にとりま

してはこの上ない喜びと感

激と大変緊張致しております。何分若輩者でござい

ますので、皆様方のご指導をあおぎながら立派な社

会人として努力していきたいと思います。今後共皆

様方のご指導・ご鞭錘をよろしくお願い致します。

終りに、私を推薦していただいた方々と、心よく

入会させていただきました会員の皆々様に厚くお礼

申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

〔＿＿＿鱒会員紹九つ　板垣広志署
1．氏　　名　　川上栄樹君

（亘鼻スピ「＿享⊃
ポリオ・プラス・

1．ポリオ・プラスとは

ポリオは学名でPoli0－

myelitis（急性灰白髄炎）

で、主として小児の脊髄神

経がおかされるウイルス性

疾患で、世界各地で散発的

流行する伝染病である。主

症状は発熱、筋肉痛、胃腸

障害で突如筋肉の麻痺から

筋萎縮を生じ、四肢の麻痺、呼吸筋麻痔で死亡する

事が多い。感染すると5～10％は死亡、麻痺のうち

15％は完全に回復するが、残りの乳幼児は一生身障

者として送らなければならない恐ろしい、悲惨な小

児病である。しかしポリオは、予防ワクチンを授与

することにより感染をまぬがれ、充分根絶させる事

が出来る病気である。

ポリオのプラスとは、ポリオの他、ハシカ、破傷

風、百日咳、ジフテリア、結核のことであり、ポリ

2．生年月日

3．自　　宅

4．職　　業

5．家族構成

6．略　　歴

7．趣　　味

昭和25年8月21日

鶴岡市砂田町12－20

住友海上火災保険㈱　鶴岡支店長

妻　　朱　美様
長女　千恵子様

早大法学部卒業　富山県出身

読書．ゴルフ

〔旦＿＿会員挨鱒」　川上栄樹宕

住友海上の川上でござい

ます。歴史と伝統の当鶴岡

R．Cに入会させていただき

まして誠にありがとうござ

います。

私、先程紹介にもあlりま

したが富山の出身で、18才

迄富山におりましたので雪

にはあまり驚かないのでご

ざいますが、風の強いのと冷たいのは、地域性から

も日本海育ちと言うことで表に仲々自分の意見を出

すのは苦手な方でございます。この場でご指導・ご

鞭漣をいただきまして、是非とも積極的に自分を売

り込める場として、一つよろしくお願い致します。

プログラムについて

高　橋　良　士　署

オを含めたこれら6種類の予防接種を受けられない

まま、発展途上国では年間約345万人の小児が死亡

しており、これらの国々においてはワクチンがいき

わたる率は5人に1人にも充たなかったのである。

国際ロータリーはこれまで独自で発展途上国46ヶ

国に3，700万ドル（約56億円）を拠出し、約2億4

百万人に対してポリオの免疫接種を実施してきた。

最初の大規模なポリオ免疫プロジェクトは600万人

の児童を守るため1979年フィリピンで始められたが、

この運動の結果、フィリピンにおけるポリオの発生

は根絶に向いつつある。

我国においては、昭和35年には北海道で5，600名、

翌36年には九州で2，500名の幼児がポリオに雁患し

ている。その後厚生省の英断によって経口生ワクチ

ンの投与により、昭和鎚年以降は我国ではポリオの

発生は皆無となった。

2．ポリオ・プラス　プログラム

ポリオを中心とした小児病から世界中の児童を守



るため、WHO（世界保障機関）と国連児童基金

（UNICEF）ユニセフは、1990年までに全世界

の児童にポリオを含めた6つの伝染病予防ワクチン

接種を完了する目的をたてているが、国際ロータリ
ーはこれらの国際的な保健機関及び各国政府と提携

し世界各地、特に発展途上国でポリオの免疫接種キ

ャンペーンを推進し援助することを内外に誓約した。

1985年、国際ロータリーは、その創立100周年に

当る2005年までは全世界よりポリオの被害をなくす

るように、それに必要なワクチンの購入費用1億2

千万ドルを募金しようと、全世界のロータリアンに

呼びかけた。これがポリオ2005年と呼ばれる計画で

ある。

3．募金額1億2000万ドルについて

開発途上国では毎年1億人の子供が生れている。

ポリオに対する免疫を確保するためには経口ポリオ

ワクチン6ドース（1ドース＝4セント）が必要で

ある。国際ロータリーは接種が認められた国の免疫

プログラムに必要なワクチンを5年間提供すること

を約束してきたので、必要資金は1億（新生児の数）

6（ドース）×4（セント）×5（年）＝1億2000万ド

ルとなる。

4．日本における募金活動

ロータリーはポリオ・プラスキャンペーンのため

米貨1億2000万ドルをロータリアンを主体とし、そ

の他企業、銀行、経済団体及び個人からも寄附を依

頼している。日本は1991年の半ばまでにその約2割

（40億円）を負担する計画に従い、その半額の20億

円はロータリアンが、残りの20億円は一般社会、個

人に期待を寄せているが、これにはロータリアン一

人ひとりが寄附の勧誘に当るわけである。

①　第一段階の募金計画

昭和61年7月、日本ポリオ・プラス委員会は1986
～87年度、各地区ガバナーに募金第一段階として次

のように要請した。

○募金目標額：各クラブ所属ロータリアン1人当

り平均が2万円を下回らぬよう
○募金期間：1986～87年度より1990～91年度

の5年以内
○募金方法：各地区ガバナー及び各クラブ会長

に一任

＊　第一段階募金活動状況

大多数のクラブが所属会員1人当り毎年4，000

円で5年間、計2万円を目途に募金を開始されて
いる。

当クラブにおいては、昨年度は37，500円、今年

度425，000円、計800，000円と順調に募金が行わ

れている。

全世界では1987年12月10日の時点で5，827万

9，391米ドルとなり、目標額の49％に運している。

ポリオ・プラス寄附額上位10ヶ国

1．米

2．　日

3．英

4．西　　独

5．オーストラリア

6．カ　ナ　ダ

7．ブラジル

8．ノルウェー

9．ス　イ　ス

31，142，000米ドル

5，568，558　〝

4，175，296　〝

2，918，581　〝

2，471，000　〝

2，446，000　〝

1，343．734　〝

946，682　〝

881，446　〝

10．ベルギー／ルクセンプルグ

654，173　〝

各国政府よりの寄金

米　　国　　　　　　　　6，000，000ドル

英　　国　　　　　　　　1，6伽，000　〝

カ　ナ　ダ　　　　　　　　1，235，000　〝

ノルウェー　　　　　　　　　227，000　〝

ド　イ　ツ　　　　　　　　　　227，000　〝

日本政府においても19朗年以降、状況を判断し呼

びかけてゆく予定である。

㊤　第二段階募金計画

第二段階募金方法としては当初、財界その他の団

体からの大口法人寄附を期待していたが、急激な円

高による経済界の低迷により計画を変更せざるを得
なくなった。

そこで先週の例会で吉野会長より報告があった如

く、地区から更にクラブ会員1人当り2万円の寄附

金の増額の要請があったが、地区内では大変厳しい

批判があったため、2月11日会津若松に於いて分区

代理会議が行われ再度検討の上、会長宛連絡がくる

予定となっている。

参考までに大口法人の寄附以外の方法としては、

クラブレベルでは…

（1）会員関係又は知り合いの会社、団体及び個人

よりの寄附

（2）創立記念事業として

（3）街頭募金

（4）記念テレフォンカードの購入・販売

（5）クラブ主催記念諸行事余剰金の寄附

（6）ミリオンダラー・ミール

5，免税措置について

ポリオ・プラスに対する法人又は個人の寄附に免

税の道が開けられている。

免税希望の方は

（瑚日本ユニセフ協会国際ロータリー・ポリオ・

プラス

振込口座　三井銀行本店

普通預金　恥5678970

へ必ず所属クラブを経由して振り込むと、免税措置

に関する書類が交付される。

国
本
国



6．ワクチン接種活動状況

1986年、国際ロータリーはポリオ・プラス・タス

ク・フォース（免疫接種機動隊）を設立し、ディレ

クターに前事務総長のハーバート・ピグマン氏を任

命した。この様にしてロータリーの援助による拡大

接種計画の早期実施を希望する発展途上国の政府の

要請に依って現地調査、接種計画の指導をする休制

が出来ている。

1974年には、発展途上国の新生児のうちポリオ予

防ワクチン接種を受けられたのは、僅か5％にすぎ

なかったのが、今では年間約1億人の新生児の別％

以上がワクチン接種を受けられる様になった。

メキシコにおいては1，200万人の子供に対して大

接種運動が展開されている。

パナマにおいてもロータリアンの医師がボランテ

ィアとして参加し、5年計画の接種事業を開始して

いる。

更に西アフリカのガーナでは3月6日をt予防接

種の日”と期してその活動を開始している。

動乱の続くェルサルパドルではtt国民接種の日”

を設けて、その当日だけは政府側とゲリラ側で一日

休戦をしたと伝えられてきた。

1987年12月の時点で、ポリオ・プラス計画に依る

予防接種実施国は63ヶ国に及んでいる。その接種児

童数は3億9956万2000人であり、ポリオ・プラス

補助金配分比率は、

（う　東南アジア地域　　　　　　43．0％

㊤　中央・南アフリカ地域　　　23．3％

（む　アフリカ　　　　　　　　　22．3％

④　東地中海・欧州地域　　　　　9．0％

㊥　西太平洋地域　　　　　　　　2．4％

となっている。

以上の如くポリオ・プラス活動は単なる募金活動

ではない。ポリオその他の伝染病予定ワクチン接種

事業であって、募金はあくまでも接種活動遂行の手

段にすぎない。

ロータリーが他の団体と異なるのは、予防接種活

動の推進と実施の上で大きな力を発揮出来る点であ

る。例えばロータリアンやロータリークラブは、予

防接種の重要性、あるいは接種施行日・場所などの

広報活動、接種の手配、その他広範かつ多岐にわた

り、そのもてる力、或は影響力を最大限に発揮、協

力しているわけである。

ポリオ・プラス・プログラムは伝染病を征圧し、

世界の子ども達の生命を救い、健康を守る、実にグ

ローバルな、しかもロータリーでなくてはなしえな

い偉大で尊い計画である。

何卒会員皆様方の一層の御協力と御理解を切にお

願いする次第である。

（ス　マ　イ　ル〕

田中錦造君　　私共の会社では昨年11月に中間決

算を行いましたが、厳しい中、N

TT全休としましては順調でした。

今週の19日トークの日より320加

を越える区間、東は東京以遠、北

は函館以遠が10％の値下げをする

ことになりましたので、スマイル

致します。

（ピ　ジ　タ　rj

鶴岡西R．C　　三浦正志君
〝　　　　鈴木昭吾君

〝　　　　長野正彦君

鶴岡東R．C　　上野朝重君

（米山奨学筆至塁亘）
張　　紹淵君

協力の日（1ドル＝128円）

本日の寄附は9，324円でした。ありがとうご

ざいました。
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鶴岡ロータリークラブ創立　昭和34．6．9　承認　昭和34．6・27　253地区
・事務局　鶴岡市馬場町　鶴岡商工会議所内　電話　0235（24）7711

例会場　鶴岡市馬場町物産館　3階ホール　例会　日　毎週火曜日　午後1230～1・30


