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注：10月30日の例会は休会です。

「公的医療保険制度と生命保険の現状」
三井住友海上あいおい生命保険(株)北陸営業部福井生保支社

宇 野 澤  一博　様
「保険の知らないこと 上手な使い方」

増 永  英 彦　会 員

野中　敏昭　会長
　皆様こんにちは。さ
わやかな季節となり
ましたが、皆様におか
れましては、いかがお
過ごしですか。季節

は、天高く馬肥ゆる秋です。空は澄み渡り、馬
まで食欲が増すほど、一年で最も暮らしやす
い時期です。
　さて、10月24日は、世界ポリオデーです。
2020年は、世界からポリオをなくすことを目
的としたポリオプラス・プログラムをロータリ
ーが開始して35年目にあたります。ロータリ
ーとパートナー団体が1985年以来取り組ん
できたポリオ撲滅活動によって、年間35万件
あったポリオの発生数が、2014年には400件
以下に減少し、今では世界でのポリオ発生数
は99％減少し、現在、常在国（野生ウイルスが
まだ残っている国）は、アフガニスタン、ナイジェ
リア、パキスタンを残すのみとなったのです。
今後も、撲滅が達成されるまで、積極的な活
動が継続されます。ロータリーがこの活動に
寄付した金額は13億ドルに上り、ボランティ
アによる懸命の努力によって、世界20億人の
子どもたちをポリオの脅威から守ってきまし

テーマ

会 長 の 時 間

テーマ「例会 出席率向上について」

た。ロータリーのポリオ撲滅活動の歴史は、ポリオプラ
スが始まる前に遡ります。世界的な撲滅活動に発展す
る以前から、個々のクラブがロータリーの資金を使って
ポリオ撲滅に取り組んでいたのです。
　ポリオ「急性灰白髄炎」とは　どういうものでしょう？
日本では、かつては小児期の麻痺性疾患として代表的
な病気であったことから、「小児麻痺」という別名が使
われることもあり、 ポリオは、人から人へ感染します。
ポリオは、ポリオウイルスが人の口の中に入って、腸の
中で増えることで感染します。増えたポリオウイルスは、
再び便の中に排泄され、この便を介してさらに他の人
に感染します。成人が感染することもありますが、乳幼
児がかかることが多い病気です。 ポリオウイルスに感
染すると手や足に麻痺があらわれることがあります。
ポリオウイルスに感染しても、多くの場合、病気としての
明らかな症状はあらわれずに、知らない間に免疫がで
きます。しかし、腸管に入ったウイルスが脊髄の一部に
入り込み、主に手や足に麻痺があらわれ、その麻痺が
一生残ってしまうことがあります。麻痺の進行を止たり、
麻痺を回復させるための治療が試みられてきましたが、
現在残念ながら特効薬などの確実な治療法はありませ
ん。麻痺に対しては、残された機能を最大限に活用する
ためのリハビリテーションが行われます。予防接種によ
ってポリオの大流行を防ぐことができました。
　日本では、1960（昭和35）年に、ポリオ患者の数が5
千人を超え、かつてない大流行となりましたが、生ポリ
オワクチンの導入により、流行はおさまりました。1980
（昭和55）年を最後に、現在まで、野生のポリオウイル
スによる新たな患者は出ていません。ポリオウイルスに
感染しても、麻痺などの症状が出ない場合が多いので、
海外で感染したことに気が付かないまま帰国（あるい
は入国）してしまう可能性があります。症状がなくても、
感染した人の便にはポリオウイルスが排泄され、感染
のもととなる可能性があります。 ポリオに対する免疫を
もつ人の割合が減ると、流行する危険があります。仮に
ポリオウイルスが日本国内に持ち込まれても、現在で
はほとんどの人が免疫を持っているので、大きな流行
になることはないと考えられます。しかし、予防接種を
受けない人が増え、免疫を持たない人が増えると、持

ち込まれたポリオウイルスは免疫を持たない人から持
たない人へと感染し、ポリオの流行が起こる可能性が
高まります。
　ジョンソン英首相を治療したニコラスハート医師は、
新型コロナウイルス感染症は現代ポリオだ。と表現して
います。新型コロナウイルスのパンデミックに対応する
には、全世界の連帯、そして世界規模の緊急活動が必
要とされます。世界公共保健における結束がかつてな
いほど強まる中、ロータリアンが構築を支援してきたポ
リオ根絶のインフラが、多くの保健ニーズだけでなく新
型ウイルスへの対応と拡大抑止のために既に活用され
ています。ポリオ根絶の従事者と資産が重要な存在と
なっているナイジェリア、パキスタン、アフガニスタンで
は、GPEIパートナー団体の全スタッフが、監視、保健従
事者の研修、感染経路の追跡にあたっています。また
13カ国で、新型コロナウイルスの対応と対策のために、
ポリオ根絶活動のボランティアが配置されています。
ロータリーは、新型コロナウイルスによる緊急事態がポ
リオ根絶プログラムの一部に影響を及ぼしていること
を認識しています。現在直面する新たな課題に取り組
むと同時に、最も重要なのは、すべての子どもに安全に
ポリオワクチンを投与できるよう、ポリオ根絶へのコミ
ットメントを維持し、今年度のファンドレイジング目標
である5000万ドルを集めることです。新型コロナウイ
ルスの影響により、ポリオ根絶に対する注目が逸れるこ
とは理解しています。だからこそ、ポリオとの闘いに対し
てロータリアンが強いコミットメントを保ち、これまでの
成果を水の泡としないことが何よりも重要です。
　世界のどこであろうと、新型コロナウイルス
（COVID-19）の影響を受けていない人は誰一人として
いないようです。ワクチンがまだ存在しないウイルスの
パンデミック（世界的大流行）に直面する今、ポリオ根
絶活動をどのように続けたらよいのかと考えているロ
ータリアンもいるでしょう。ポリオが再びまん延する重
大なリスクに世界は、直面しています。
　みんなの力を合わせれば残りの障害も克服し、ポリ
オのない世界を実現することができます。そのためには
これまで以上にロータリアンの支援が必要だと思いま
す。
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にこにこＢＯＸ報告

それでこそロータリー
口ずさむ程度にお歌いください。

本日のリモート出席者
瀧ヶ花　秀晃　幹事
・コロナ禍の間は、本日のように弁当を食べていた
だいて、12時45分に開会点鐘・13時30分に閉会
点鐘という形にさせていただきます。
・家庭会合の件ですが、また感染者が出ているので

チーフは幹事にご連絡いただいて、開催に際して真剣に話したいと思いま
すし、先週例会でお伝えした通り会費の補助も致しますのでお願いいたしま
す。
・本日の例会はクラブフォーラムです。グループに分かれて「出席率向上」に
ついて15分ほど話していただき発表という形で、岡本委員長が進行します。

野中　敏昭　会員
窪田　健一　会員
黒田　敏夫　会員

クラブフォーラムよろしくお願いします

一段と秋らしくなりましたね

結婚祝いをいただいて

岡本　圭子　出席委員長
　皆さん毎回出席いただきあ
りがとうございます。コロナ禍と
いう事で大変心配していました
が、昨年より出席率は良いと思
っています。今年度の出席率は

だいたい7割程です。会員数38名の内25名～29名が出
席してくださいます。本日来てくださっている方はほとん
ど毎回出席している方なので、「出席率向上について」
話していただくのは、大変心苦しいです。それは、参加し
ている方に参加しない方の気持ちになれというのは非
常に難しいからです。参加しない方は何か理由があると
か、来づらくなっているとか。また、今年に入って1度も来
られない方が3名程おられますが、お声をかけない限り
多分いらっしゃらないと思います。自分の立場で考える
と、1度休んだら中々行きづらいと思うからです。もし私
が、欠席に方に手紙を書いたとしても、来られないと思
います。あまりお会いしていない為、親しくしているわけ
ではないですので、来ていただく自信がありません。で
すから、休んでおられる方とお知り合いの方が居られま
したら、お声掛けいただけたら嬉しいです。
　今からグループに分かれていただき、「出席率向上に
ついて」話し合ってください。よろしくお願いします。
　机はそのままで、椅子だけで
4つのグループに別れて、どう
ぞお話ください。
　そろそろ、お話いただけたら
と思いますので、よろしくお願
いします。
　　　　～4つの班発表～
　出席免除の方の大先輩方が、免除していらないなと
言ってくださった、例会に来たいから来る・来なきゃいけ
ないと言われて育った等、人それぞれの思いが違って
いますが、コロナ禍でも集まってくださる人のお顔を拝
見するのがとても嬉しいです。行こうという気持ちが嬉し
くて、私もそれに応えたい気持ちになるからです。
　今欠席されている方は、来づらいと思いますので、今
ご提案くださったリモートとかで参加を促していきたい
と思っています。又、紹介者に話させていただき、その方
からお声掛けをお願いしたいと思います。
　ありがとうございました。

佐野　直美
　会員　グループ
　長期欠席の方
は若い方が多い
のではないかとい
う事で、携帯等で

リモートに参加して頂いたら良いのではな
いでしょうかという意見でした。
　家庭会合ですが、居酒屋さん等不特定
多数の方が大勢いる所はコロナ禍の為、
極力避けるのが大事ということで、今まで
もロータリーの会合は料理屋さん等個室
のある所が多か
ったので、料理屋
さんで家庭会合
を開催するのは
問題ないと思い
ます。というか、
早く家庭会合に行きたいです。

孝久　治宏
　会員　グループ
　リモート出席を
してもらうか、県外
にいらっしゃる方
や市外にいらっし

ゃる方は近くのロータリークラブに出席し
てもらってはどうかという事です。もよりの
場所とかは会長・
幹事・委員長に調
べていただき、直
接本人に知らせて
はいかがかという
意見でした。

幸道　森市
　会員　グループ
　私達の班は、欠
席会員は、ほぼ決
まっているので、

会長・幹事で欠席
会員に声掛けを
する。来てない会
員には出席を促
す。会員としての
自覚を持っていただくという事でした。

笹尾　昌敬
　会員　グループ
　私達の班は、以
下の意見がありま
した。
・例会にイベント

的な要素を考えてはどうか？
・例会出席率向上に名案は無い。出席すれ
ば必ずプラスになる。一人ひとりの自覚の
問題である。エンターテイメント的なもの
は親睦委員会に任せるべき。
・忙しい会員が欠席している現状。出席率
だけを考えるのであれば退会勧告をすれ
ばよいが、それでは解決されないので、声
を掛け合い出席してもらえるようにしたい。
メーキャップも利用すべき。
・出席率が問題なのか？それだけの問題
ならば退会をしてもらえばすむ事。価値観
の変化を考え門戸を広げることを考える
べき。楽しくないと
行きたくなくなる。
リモートでもよい。
服装にもこだわら
なくてよい。
　以上です。

幹　事　報　告

　

ロータリーソング

大島 恒彦  会員  

クラブフォーラム 「例会 出席率向上について」

瀧谷 えみ子 会員


