Club of Snedai Izumi
三浦 一会長テーマ

50th Anniversary!
Serve more, grow further

SAA 野村佳生会員

2021.11.11（木)

国際ロータリー第2520地区 仙台泉ＲＣ 第2423回例会

【ゲスト】第2520地区 ポリオプラス委員会委員長 菊地

茂樹様（仙台北RC）

会務報告
ふうどばんく東北AGAIN様より
お礼状拝受
第２５２０地区ガバナー事務所様より アンケート調査拝受
仙台西RC様より
１２月合同幹事会のご案内拝受
仙台東RC様より
在仙11RC合同幹事会議事録拝受
仙台奥羽RC様より
会報拝受

卓
第2520地区

話

１２/６（月）１８時～ ウエスティン

「ポ リ オ 根 絶 あ と 少 し 」

ポリオプラス委員会委員長 菊地

茂樹様（仙台北RC）

国際ロータリーはポリオ根絶を最優先の目標にしています
● ポリオの現状
●ポリオ クイズ
ポリオ（脊髄性小児麻痺）は、身体麻痺の後遺
① ポリオとは
症をもたらし、時として命さえも奪う伝染病。5歳
A.小児まひ 急性灰白髄炎 B.麻疹 C.破傷風
以下の小児罹患率が90％以上と高く、発症した場
② ポリオにかかりやすい年齢は?
合の治療法はほとんどありません。1988年には世
A.5歳
B.8歳
C.10歳
界125カ国において年間35万症例が報告されてい
③ 国際ロータリーの最優先事項は?
ました。ワクチンの接種による予防が有効、2009
④ 10月24日は何の日!
年には約1600症例と20年間で99％減少。日本は
⑤ 2020年アフリカからポリオ根絶宣言発令、
1981年以降ポリオの発生はなく、2000年に国内
残る常在国は2つです。 どことどこ？
でのポリオ根絶を発表しました。
⑥ 1988年以来、ポリオ根絶に取り組んで成果を
2020年8月ＷＨＯがナイジェリアに対しポリオ根
あげている団体は？
絶宣言を発令しました。残るポリオ常在国はパキ
⑦ 国際ロータリーが2011年実施した「あと少し」
スタン、アフガニスタンの2ヶ国のみ。今、コロナ
キャンペーンの寄付総額は？
禍、ワクチン接種率を上げ集団免疫力を維持する
A.５億ドル超
B.８億ドル超 C.10億ドル超
ことが大切になります。
⑧ 国際ロータリーが1985年からポリオ根絶に
ロータリーがパートナーのＧＰＥＩの活動がコ
投じた総額は？
ロナ感染予防に大いに役立っています。
A.12億ドル超 B.21億ドル超 C.30億ドル超
ポリオ根絶活動のインフラ（公衆衛生、ワクチン
⑨ 世界で最初にワクチン接種でウィルス感染を
接種など）です。
根絶したのは？
A.コレラ
B.天然痘
C.マラリア
★本年度 地区目標（年間）★ 30＄ / １人
⑩
ポリオワクチン開発者ジョナサン・ソーク博士は
皆様のご協力をお願いします。
10月の何日生まれ？
●ポリオクイズの答え
① A
② A
③ ポリオ根絶
④ 世界ポリオデー ⑤ アフガニスタン パキスタン
⑥ GPEI（世界ポリオ根絶推進活動）Global Polio Eradication Initiative
⑦ C
⑧ B ⑨ B.＊ポリオも根絶間近） ⑩ 24日（博士の誕生日が 世界ポリオデー！）

米山記念奨学会特別寄付
金子・菊地・萱場・斎藤（正）・髙橋渉・時・中嶋・中村・堀越・前田・三浦一・本木・今回2万円

ニコニコBOX

今年度累計796,000円

菊地 茂樹様（仙台北RC）
三浦 一会長
菊地委員長の卓話に感謝して。小池 康浩さん 酒ディプロマ合格おめでとうございます
鷲尾光男会員
地区ポリオプラス委員長 菊地さんようこそ。卓話有難うございます。菊地さん当クラブは懐かしいですね。
小池康浩会員
菊地委員長 基調なお話有難うございました。お蔭様で「酒ディプロマ」合格できました。
以下同意文にて 大垣・加藤・金子・鎌田（一）・鎌田（善）・萱場・菅野・菊地・斎藤（文）・斎藤（正）・沢崎・高松・照井・
時・中嶋・中村・長山・野村・藤岡・堀越・前田・嶺岸・本木・横田・各会員 今回48,000円 今年度累計477,000円

2021.11.18（木) 国際ロータリー第2520地区
仙台泉ロータリークラブ 第2424回例会
三浦 一

会長 テーマ「創立５０年を迎えて もっと奉仕をして さらに成長しよう」
50th Anniversary! Serve more, grow further

会務報告
第2520地区ガバナー事務所様より

・ガバナー事務所臨時休業のお知らせ ＊臨時休業日11/22（月）
・米山記念奨学会寄付納入明細
・ロータリークラブカード作成推奨のお願い
＊カードご使用金額の0.3%相当額がロータリーへ還元されます
第2520地区ガバナーエレクト天沼様より
照井健悦会員へ2022-23年度 地区社会奉仕委員会委員就任依頼

仙台泉RC第５回定例理事会議事録
・2023-24年度会長選出について
・12/23クリスマス家族会について

例年に通り年次総会にて決議する
例年通りの開催を目指す。尚、コロナ感染状況が悪化した場合には
開催の可否及び人数制限等を再検討する。

・12/30休会について 承認
・その他 11/13の秋の泉区一斉清掃・ 11/14の大根の収穫について例年通りメイキャップ扱いとする。
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乾杯の挨拶

S
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100％出席表彰

結婚記念月祝い

【１００％出席表彰】 市川芳雄会員（連続26回目 1983年11月入会） 対象期間 202011月～2021.10月
【 11月お誕生祝い 】

藤岡邦彦会員 松田英一会員 三浦宏喜会員 奥村秀定会員

【11月結婚記念祝い】 石井慎也会員 萱場久美会員
及川 赳会員 佐藤 浩会員 斎藤正人会員

影山正雄会員
菅原裕典会員

小池康浩会員
髙橋 渉会員

前田俊一会員
横田吉則会員

【米山記念奨学会表彰】
及川 赳会員
第13回米山功労メジャードナー感謝状
髙橋渉会員
2021-22年度 カウンセラー委嘱状
鎌田一夫会員
第7回米山功労者感謝状
鷲尾広也会員 2020-21年度 カウンセラー感謝状
菅原裕典会員
第3回米山功労者感謝状

及川 赳会員

鎌田一夫会員

髙橋 渉会員

第13回 米山功労者 メジャードナー
【ロータリー財団表彰】
高松忠次会員 第1回メジャードナー
PHFマルチプル8の認証ピン
佐藤 浩会員
〃
3の認証ピン
三浦 一会長 PHFの認証状とピン

三浦 一会長

高松忠次会員

第1回メジャードナー

米山記念奨学会積立

金子・菊地・小池・斎藤（正）・髙橋渉・中村・堀越・前田・三浦一・本木 今回1万円

今年度累計816,000円

ニコニコBOX
及川 赳会員
鎌田善幸会員
小野寺 徹会員
以下同意文にて

結婚月祝い有難うございます。 市川芳雄会員 100％出席のお祝いいただき有難うございます。
各種表彰の皆様おめでとうございます。 藤岡邦彦会員
誕生祝い有難うございます。
ソングリーダー頑張ります。
大垣・加藤・金子・菅野・菊地・小池・斎藤（正）・沢崎・佐藤（宏）・高松・照井・中嶋・中村
堀越・前田・三浦一・本木・鷲尾（光） 各会員 今回30,000円 今年度累計507,000円
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