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ゲストスピーチ
「ポリオ根絶への想い」ポリオと私
RI 第 2770 地区パストガバナー 小林 操 様

（ご紹介：菅野 晋 ロータリー財団委員会委員長）

2022-23 年度会長

相良 元章

皆さまこんにちは、会長あい
さつをさせていただきます。
本日は、国際ロータリー第
2770 地区パストガバナーの小
林操様をはじめとします多くのお客様にお越しいただき
ました。会員を代表して心より歓迎申し上げます。
本日のメインゲスト・小林パストガバナーのご経歴
は後ほどご紹介があると思いますが、そのご活躍は当時
「ロータリーの友」を通じて何度も全国のロータリアン
に報じられました。ポリオ根絶にかける小林パストガバ
ナーの情熱は、その記事からも十分に伝わってきたのを
よく覚えております。今日は「憧れのあの人」に会えると
いうことで、大変楽しみにしておりました。また、今回は
当地区の芳賀裕パストガバナーのお取り計らいで、ご講
演が実現いたしましたことを会員の皆様にご報告させて
いただきます。芳賀裕パストガバナーありがとうござい
ました。
さて、本日はロータリー財団月間にちなみ、財団の基本
を少しおさらいしたいと思います。
ロータリー財団は 1917 年、当時のロータリー会長アー
チ・クランフが「世界でよいことをするため」の基金設立
を提案したのが始まりです。最初の寄付額は 26 ドル 50 セ
ント。その後 100 年以上の間に、総額 40 億ドル以上もの
資金がロータリー活動に使われてきました。
2021 年 6 月度の資料によれば、財団の年間収入総額は 5
億 4,500 万ドル（日本円で約 800 億円）
、純資産の総額は 12
億 9,000 万ドル（日本円で約 1,900 億円）となっています。
年間の支出総額は 3 億 8,300 万ドルで、その内訳の中で
もっと金額の多いのがポリオプラスの支出です。
年間で 1 億 5,300 万ドル（日本円で約 222 億円）がポリオ
根絶に向けて使われています。専門家の話を聞くと、ポリ
オ根絶にはまだまだ高い壁があるといいます。しかし、根
絶することは難しいことかもしれませんが、たとえゼロ
にならなくても、私たちロータリアンの財団活動によっ
て多くの子どもたちをこの恐ろしい病から救ったという
事実が、数え切れないほど存在していることを忘れては
ならないと思います。
本日の会長あいさつは以上です。
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Inclusion 包摂性

ロータリーの目的
ロータリーの目的は、
意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、
これを育むこ
とにある。
具体的には、
次の各項を奨励することである：
第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること；
第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、
役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、
社
会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること；
第３ ロータリアン一人一人が、
個人として、
また事業および社会生活において、
日々、
奉仕の理念を実践すること；
第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、
世界的ネットワークを通じて、
国際理解、
親
善、
平和を推進すること。

本日のプログラム〈第16回例会・2022年11月17日〉

会長あいさつ

［ホームページ］

例 会 次 第
⚫ロータリーソング「我らの生業」
ソングリーダー 大槻美恵子 会員
⚫お客様並びに来訪ロータリアン紹介
古俣 猛 会員

大槻美恵子 委員

RI第2770地区 パストガバナー

小林 操 様（越谷北RC）
RI第2530地区 パストガバナー

芳賀 裕 様（福島中央RC）

小林 操 様

RI第2530地区 ガバナーノミニー

早川敬介 様（郡山北RC）
RI第2530地区 公共イメージ・IT委員会委員長

町田 晃 様（郡山南RC）

芳賀 裕 様

RI第2530地区 ロータリー財団委員会副委員長

林 克重 様（福島南RC）
RI第2530地区 相双分区幹事

松永雄一 様（原町中央RC）

早川敬介 様

⚫ごあいさつ
RI 第 2530 地区 パストガバナー

芳賀 裕 様
町田 晃 様

⚫ロータリー財団 伝達
メジャードナーレベル１ 相良元章 会長
PHF+8

右近八郎 ガバナーエレクト

PHF+7

安藤健次郎 会員

PHF+3

内池 浩 会員・森岡幸江 会員

PHF+1

管野裕一 会員

PHF

安斎圭一 会員・反後太郎 会員

林 克重 様

加藤裕司 会員・小原 敏 会員

松永雄一 様

⚫各委員会報告
例会小委員会  ニコニコ BOX 担当		
		

日下部 達 委員

日下部 達 委員

ゲストスピーチ

「ポリオ根絶への想い」  
ポリオと私
RI 第 2770 地区パストガバナー

小林 操 様

（ご紹介：菅野 晋 ロータリー財団委員会委員長）

〇自己紹介
生年月日：昭和 23 年（1948 年）11 月 5 日
出 身 地 : 東京都世田谷区
職
業：税理士
趣
味：渓流釣り
所属 RC：RID2770 越谷北ロータリークラブ
経 歴
1955.4 世田谷区立桜小学校入学
1955.7 小児麻痺（ポリオ）罹患
1956.4 都立光明養護学校転校
1964.3 世田谷区立桜木中学卒
1967.3 都立駒場高校卒
1972.3 國學院大學法学部卒業
1977.11 税理士登録・同開業

ポリオ 、どういう病気 1（GPEI,HP より）
〇名称：POLIO、小児麻痺（急性灰白髄炎）
〇どんな病気
ポリオは、ウイルスによって引き起こされる感染症です。
それは神経系に侵入し、数時間のうちに不可逆的な麻痺を
引き起こす可能性があります。
〇罹る年代
ポリオはどの年齢でも発症の可能性がありますが、主
に 5 歳未満の子供に発症します。
〇感染性
ポリオは、人と人との接触を通じて広がります。子供が
野生のポリオウイルスに感染すると、ウイルスは口から体
内に入り、腸内で増殖します。その後、糞便を介して環境
に放出され、特に衛生状態が悪い状況では、コミュニティ
全体に急速に広がる可能性があります。十分な数の子供が
ポリオに対して完全に免疫がある場合、ウイルスは感染し
やすい子供を見つけることができず広がりません。
まだ抵抗力のない幼児は、環境に関係なく、すぐに感染
源になります。ポリオは、食べ物や飲み物が糞便で汚染さ
れている場合に広がる可能性があります。ハエがポリオ
ウイルスを糞便から食物に受動的に移すことができると
いう証拠もあります。

ポリオウイルスに感染したほとんどの人は病気の兆候
がなく、感染したことに気づいていません。これらの無
症候性の人々は、腸内でウイルスを運び、ポリオ麻痺の最
初の症例が現れる前に、感染を「静かに」他の何千人もの
人々に広めることになります。
〇症状
ほとんどの感染者（90％）には症状がないか、非常に軽
度の症状があり、通常は認識されません。その他の場合、
初期症状には、発熱、倦怠感、頭痛、嘔吐、首のこわばり、
手足の痛みなどがあります。
〇急性弛緩性（しかんせい）麻痺（AFP）
200 回に 1 回の感染は、通常は脚に不可逆的な麻痺を引
き起こします。これは、ウイルスが血流に入り、中枢神経
系に侵入することによって引き起こされます。それが増
殖するにつれて、ウイルスは筋肉を活性化する神経細胞
を破壊します。影響を受けた筋肉は機能しなくなり、手足
はだらしなくなり、活気がなくなります。これは、急性弛
緩性麻痺（AFP）として知られる状態です。
＊ 15 歳未満の小児における急性弛緩性麻痺（AFP）のす
べての症例が報告され、発症から 48 時間以内にポリオ
ウイルスの検査が行われます。
〇ブルバーポリオ
胸部と腹部の体幹と筋肉が関与するより広範な麻痺は、
四肢麻痺を引き起こす可能性があります。最も重症の場
合（球根ポリオ）
、ポリオウイルスは脳幹の神経細胞を攻
撃し、呼吸能力を低下させ、嚥下（えんげ）と発話を困難
にします。麻痺した人のうち、5％から 10％は呼吸筋が動
かなくなり死に至ります。
1940 年代と 1950 年代に、球根状ポリオの人々は「鉄の
肺」の中に固定されました。これは、呼吸を調節して生き
続けるために一対の蛇腹のように機能する巨大な金属製
のシリンダーです。今日、鉄の肺は大部分が陽圧人工呼吸
器に置き換えられていますが、まだ使用されています。
〇ポリオ後症候群
麻痺性ポリオを生き延びた人の約 40％は、最初の病気
から 15 〜 40 年後に追加の症状を発症する可能性があり
ます。ポリオ後症候群と呼ばれるこれらの症状には、新た
な進行性の筋力低下、重度の倦怠感、筋肉や関節の痛みな
どがあります。
〇麻痺の危険因子
感染症のごく一部だけが麻痺につながる理由は誰にも
わかりません。ポリオに感染した人の麻痺の可能性を高
めるものとして、いくつかの重要な危険因子が特定され
ています。これらには以下が含まれます：
・免疫不全 ・妊娠 ・扁桃腺の除去（扁桃摘出術）
・筋肉内注射、例えば薬 ・激しい運動・怪我
〇治療と予防
ポリオの治療法はなく、症状を緩和する治療のみです。
熱と理学療法は筋肉を刺激するために使用され、鎮痙薬
（ちんけいやく）は筋肉をリラックスさせるために与えら
れます。これは可動性を改善することができますが、永続
的なポリオ麻痺を元に戻すことはできません。
＊ポリオは免疫化によって防ぐことができます。ポリオ
ワクチンは、複数回接種されると、ほとんどの場合、子
供を一生保護します。
〇 1955.7 月小児麻痺（急性灰白髄炎：ポリオ）罹患
〇治療・リハビリ
・患部湿布 ・髄液検査 ・マッサージ
・低周波治療 簡易低周波医療機器購入
・カイロ ・御祈願 ・その他
〇親の心配
障害 ・生存競争 ・見世物小屋 ・自立の不安
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〇母の言葉
・人はみな、何かしらの嫌なことを持ってる
・手が悪かったら足がある、頭もある
・操には手がある。無い人も居るでしょう
・自分が思うほど、他人は思っていない
・女の子は顔、形は関係ない
〇自分の気持
自分のことは自分でする

ロータリー歴

1988.5 越谷北ロータリークラブ入会
2003 クラブ会長
2004 〜 13 地区ロータリー財団関係委員会
委員長 , 委員
2014 地区ロータリー財団部門委員長・補助金委員長
2015 地区補助金委員長
2016 第 8G ガバナー補佐
地区ロータリー財団監査委員
2019 〜 20 地区ガバナー
2022 現在 地区ロータリー財団委員長
〇ロータリークラブ入会の動機
・より広い視野を得る ・より広い友人を得る
・仕事にプラスになる ・地元との繋がりを作る
・仕事関係活動より、広範な奉仕活動
〇ロータリー活動の可能性
＊担当委員長になったら、何をする
社会奉仕・国際奉仕・等々
＊会長になったとき何をやるか
＊ガバナーになったら、何をする
〇想いを行動に～クラブ会長就任
2019 ～ 2020 年度
国際ロータリー：テーマ「ロータリーは世界をつなぐ」
国際ロータリー第 2770 地区
地区運営方針：
「ポリオ根絶活動からクラブ活性化へ」

〇ロータリーのポリオ根絶活動
目標：野生株ポリオウィルスによる感染症の根絶
参考：天然痘 1980 年根絶
〇ロータリー章典
40.040. RI プロジェクト国際ロータリーは、時には
「ロータリーの目的」を推進し、参加クラブとロータリア
ン の協同の取り組みによって有益な結果が得られると思
われるプログラムやプロジェクトを推奨することができ
る（2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号）
出典：1979 年 5 月理事会会合、決定 345 号。2017 年 1 月
理事会会合、決定 87 号により改正
40.040.1. 新しい RI プロジェクト ポリオプラス ･ プ
ログラムが成功裏に完了するまで、いかなる他の組織全
体のプロジェクトも検討されない（2017 年 1 月理事会会
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合、決定 87 号）
出典：1997 年 7 月理事会会合、決定 36 号。2017 年 1 月
理事会会合、決定 87 号により改正
〇イベントの成功
「世界ポリオデー」 2019 年 10 月 24 日（木）
地区全 74RC にイベント同時開催
〇効果・検証 ガバナー年度を振り返り
・多くのロータリアンがポリオT シャツを着てくれた
・多くのロータリアンがイベントに参加（行動）してくれた
・多くのクラブがポリオ根絶活動によって活性化された
・多くのロータリアン共通の思い出が出来た
・地区が一つになった
・やればできる前例を作った
・ポリオ根絶まで、ロータリーの約束を守ることを理解
した

〇ロータリアン（私）の役割
・新型コロナ感染症の体験と合わせてポリオを考える
・ポリオ根絶活動を広めること
・寄付を集めること
・繰り返しのお願い
・根絶の約束を守る
・リーダーシップをとる
年度が変わっても、担当が変わっても、地域に、世界に、
ポリオの根絶まで、ロータリーの約束を果たすため活動
を続け発信する。そして効果の検証も忘れない。
〇ポリオから学んだこと
感謝 人に恵まれた
・両親に感謝
・諸先生に感謝
・多くの友達、仲間に感謝
・ロータリーファミリーに感謝

ロータリーなら
・約束を果たす
・リーダーシップ
・インクルーシブ教育
・ビジョンハッカー
：未来のあり方を書き換える次世代リーダー
：自らのビジョンで現在や未来の世界の風景を
書き換えようとする人

ロータリー財団 伝達
ウクライナからの難民の方の精
神保健相談の仕事をする機会がで
きました。全国各地におられる方
福島県立医科大学
と電話で話しながら相談支援をし 会津医療センター 特任教授
ます。対象となる方には若い女性 福島いのちの電話 理事長
の方が多く、住居と生活費の提供 丹羽真一 会員
は受けておられ、爆撃の恐怖からは解放されてはいる
のですが、家族と別れて単身で過ごす不安、寝つけな
い夜を悶々と過ごす焦燥、人生設計を狂わされた困惑
など様々な問題を抱えておられます。
以前から日本にすんでいるウクライナ出身者のグ
ループが援助の手を差し伸べてもいますから、孤立無
援というわけではありません。それでも、それに加え
て言葉かけと傾聴、問題解決にむけた具体的な支援の
動きは多少なりとも安心感につながるようです。

■メジャードナーレベル１ 相良元章 会長
■ PHF+8
右近八郎 ガバナーエレクト
■ PHF+7
安藤健次郎 会員
■ PHF+3
内池 浩 会員・森岡幸江 会員
■ PHF+1
管野裕一 会員
■ PHF		
安斎圭一 会員・反後太郎 会員
			
加藤裕司 会員・小原 敏 会員

例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内

幹 事 報 告

■ 12 月 1 日（木）
12：30 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」
【年次総会】役員選挙・会計報告
・会長スピーチ 相良元章 会長
クラブ協議会

❖次週、福島西 RC21 日の例会は
11/19（土）･20（日）開催の福島
西 RC 杯少年野球大会に振替と
なっております。
❖ 11/22（火）福島北 RC 理事会承
佐藤充孝 副幹事
認休会、25（金）福島東 RC の例
会は月末休会となっております。
❖ 11/26（土）開催予定でした ｢県北第一分区新世代会
議｣ は新型コロナウイルス感染症蔓延のため中止とな
りました。
❖ 11/27（日）地区クラブ規定委員会が開催されます。
当クラブより坪井大雄会員が出席いたします。
❖ 11 月ロータリーレートは 1 ドル 148 円となりますの
でお知らせいたします。

下期活動について委員会ごとに協議していただきます

＊ 12 月誕生祝い ＊四つのテスト唱和

■ 12 月 8 日（木）
12：30 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」
【通常例会】・新会員スピーチ
福地重信 会員（福島ツーリストサービス㈱ 代表取締役）
・福島東稜高校 IAC 活動報告
＊「友」紹介
■ 12 月 15 日（木） 12：30 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」
【通常例会】・会員スピーチ 疾病予防と治療月間ちなんで
佐藤英典 会員（さとう胃腸科内科 院長）
・新会員スピーチ 金子與志幸 会員
（福島日産自動車㈱ 代表取締役社長）

ニコニコBOX報告

●報告 日下部 達 委員

〈お客様メッセージ〉
RI 第 2530 地区ガバナーノミニー 早川敬介 様
RI 第 2530 地区ロータリー財団委員会副委員長 林 克重 様
本日は、よろしくお願いします。
RI 第 2530 地区相双分区幹事 松永雄一 様
歴史と伝統ある福島RC様の例会に参加させていただきました。
〈メッセージ会員〉
〇阿久津 肇 PG
小林操パストガバナー、ようこそお出で下さいました。
歓迎申しあげます。
〇大槻 美恵子 会員
新会員セミナーで、奉仕の理念、人の役に立ちたいという
意識などを学ばせていただき、すばらしい時間でした。講師
の阿久津 PG、古俣会員に心より感謝申し上げます。
〇金子 與志幸 会員
本日も宜しく御願いします。
〇菅野 晋 会員
今月はロータリー財団月間という事で、2770 地区の小林パ
ストガバナーにスピーチしていただきます。
〇日下部 達 会員
東北電力では、12/1 より冬の節電チャレンジキャンペー
ンを実施します。冬場の電気代軽減と電力需給の改善のため
に、ご協力を賜りますようお願いします。
〇清水 茂 会員
信夫山から福島競馬と、福島の秋をたのしませていただき
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ました。浦部さん、藪場長ありがとうございました。
〇仲尾 雅至 会員
11/20（日）は、ふくしま駅伝が開催されます。空模様がす
こし心配ですが、市町村対抗の熱いレースを観戦、応援いた
しましょう。
〇幡 研一 会員
小林操 PG をお迎えして、ポリオの話、拝聴します。
〇渡邊 又夫 会員
16 日、世田谷 RC 例会に参加しました。FCT 前常務佐藤崇
氏がゲストで、原発事故の映像と共に深刻な事態と復興に係
る感動的な卓話でした。福島を更に理解しようとの会員諸兄
の意気込みを強く感じました。アットホームな素晴らしいク
ラブでした。
〇相良 元章 会長
先日は、喜多方での地区大会に多くの会員にご参加いただ
き、ありがとうございました。来年度の地区大会の PR をさ
せていただき大変緊張しました。どなたか緊張しない方法を
教えて下さい。
〇他に 安藤健次郎／安藤正明／内池 浩／岡野友嘉／小原 敏
／加藤弘樹／加藤義朋／五阿弥宏安／古俣 猛／坂本壮敏／
佐々木高敏／佐藤充孝／佐藤良智／茂田士郎／白岩康夫／
菅沼 裕／鈴木朋恵／反後太郎／丹治正博／土屋敦雄／坪井
大雄／寺田 充／中川宏生／藤井 守／村上守人／村山成也／
薮 政勝／横山 淳
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