
           

 

本日の例会（第１４７５回）  １１／３０（水） 

◆地区委員報告を行います。 

次回の例会（第１４７６回）    １２／７（水） 

◆クラブ年次総会を行います。 

第１４７４回例会記録    １１／１６（水）晴 

◆司    会 阿部  美男君 

◆斉    唱 RS・それでこそロータリー 

◆ゲスト紹介  国際ロータリー第2760地区 

                資金推進委員会  委員長  朱宮  新治様 

                米山奨学生 

ラシドファ，カミラ アフマドジョノフナさん 

出 席 報 告 

会 員 数  38名  前々回訂正  1472回例会

欠席会員数  7 名  欠 席 会 員  4 名中

出席会員数  31名  MAKE UP  3 名

出 席 率  77.42％  出席率訂正  97.22％

会  長  挨  拶 

ドラキュラ 

会  長  半泊  與則 

最近、ドラキュラ、吸血鬼

がちょっとしたブームです。

映画もシリーズものを含め何

本か作られています。ミュー

ジカル「ドラキュラ」も日本に上陸しました。 

ドラキュラはアイルランド人の作家、ブラム・ストーカーの

小説「ドラキュラ」に登場する吸血鬼・バンパィアの男性主人

公の名前です。したがって本来、固有名詞ですが日本では吸血

鬼一般を指す言葉として使われています。ストーカーはルーマ

ニアの貴族のヴラド公のニックネームであるドラキュラ(竜の 

 

 

息子の意 竜は悪魔)名前を使用しました。この小説が1989年

にルーマニアで翻訳されました。それまでルーマニアではドラ

キュラ伯爵は無名の存在、ヴラド家の居城があったトランシル

バニアでも吸血鬼伝説はありませんでした。ところがヴラドは

串刺し公と呼ばれるちょっと残忍な性格でした。観光にも利用

できます。今やトランシルバニアはドラキュラの故郷、ヴラド

公、ドラキュラは大スターです。 

これまで吸血鬼、ドラキュラの映画はたくさん作られてきま

した。ところが近年、吸血鬼のキャラクターが大いに変わって

きています。最初は人間の血を吸って殺害する吸血鬼をいかに

退治するかが本筋でした。今は違います。イケ面の吸血鬼が人

間の女性と恋をし、しかも血を吸うことを我慢します。忍ぶ恋

です。又、年齢何百年の女性の吸血鬼が少女に姿を変え孤独な

少年と友達になります。救いとなります。癒しです。吸血鬼の

中にも善悪が登場します。善い吸血鬼は人間と協力するのです。

何と進化しているのです。人間社会へ適応してきているのです。

私は、実は吸血鬼は本当に存在していて密かに私たちと共存し

ているのではないかと思い始めています。現に、ミュージカル

「ドラキュラ」の東京公演に際し、献血の日８月２１日、東京

国際フォーラムには献血会場・ドラキュラセンターが設けられ

献血が行われました。ドラキュラ伯爵も会場に姿を現しという

ことです。もしかしたら、ここ最近の映画のプロデュースは吸

血鬼ではないのか。吸血鬼は明らかに人間との共存化路線を選

択したようです。 

それにしてもなぜ吸血鬼という存在を私たちは必要とする

のでしょうか。吸血鬼の伝承は世界各地に見られます。中国の

キョンシーもそれです。吸血鬼は一度死んだ人間が何らかの理

由により蘇ったものとされています。カタレプシーを死亡と信

じて埋葬し棺の中で生き返った人などの噂が元となって伝承

が生まれ、やがて何らかの悔いを現世に残して死んだ人間が吸

血鬼になり、そして死んだものは生命の根源である血液を必要

とするだろうということで吸血というキャラが加わったので
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しょう。とするとある意味では私たちが幽霊やお化けを必要と

するのと同じような気がします。私たちが幽霊やお化けを必要

とするのは何らかの悔いを残して死んだ非業の死への罪悪感

です。その後、カトリック地域では復活するのはキリストだけ

だとして吸血鬼などの死者の復活を認めませんでした。こうし

て、夜に活動する生き返った死者、吸血鬼などの伝承は次第に

実体としての肉体を持たない日本で言う幽霊のようなものに

変化していったということです。 

幽霊にも最近はいろいろのキャラクターがいます。コミカル

なもの、人助けするもの、亡き夫が妻を心配して期限付きであ

の世から帰ってくるもの、最近は法廷の証人として出てきます。

幽霊も人間との共存を望んでいるようです。人間社会に非業の

死や理不尽な死が少なくなった結果キャラクターガ変わった

のでしょうか。だとするといいことです。ところで、吸血鬼の

特徴のひとつに大きな牙，犬歯があります。お隣の人の大きさ

をご確認ください。 

幹  事  報  告  

1.今月はロータリー財団月間です。本日はR.I.第 2760地区 資

金推進委員会 委員長 朱宮新治様をお招きしております。後

程月間に因みまして卓話をして頂きますので、よろしくお願

い致します。 

2.来る11月19日(土)・20日(日)は地区大会が開催されます。

ご参加の皆様、よろしくお願い致します。 

尚、当クラブの受付は、 

☆第1日目【11月 19日(土)   13：15開会】 

11：40から 12：30まで 

ウェスティンナゴヤキャッスル 二階 エスカレーター付近 

にて、西脇(多)幹事がお待ちしております。 

ご参加の方：半泊会長、西脇(多)幹事、足立親睦活動委員

長、梶川会員増強委員長、梅村国際奉仕委員

長。 

☆第2日目【11月 20日(日)   12：00開会】 

10：15から 10：45まで 

ウェスティンナゴヤキャッスル 二階 エスカレーター付近 

にて、西脇(多)幹事がお待ちしております。 

（10：45から11：45まで 

「友愛の広場」にて軽食が用意されています。） 

ご参加の方：半泊会長、小關会長エレクト・クラブ奉仕委

員長、岩田副会長、伊藤直前会長、西脇(多)

幹事、古川副幹事、足立親睦活動委員長、星

川新世代奉仕委員長、梶川会員増強委員長、

加藤(あ)職業奉仕委員長、遠藤ロータリー財

団委員長、梅村国際奉仕委員長、横田米山記

念奨学委員長、近藤会報・雑誌・広報委員長。 

 

 

3.来年 2 月 14 日(火)に開催されます東名古屋分区 I.M.のご案

内をさせて頂きます。尚、当クラブは2月 15日(水)の例会

を変更して全員登録となっておりますので、ご出席の程よろ

しくお願い致します。 

日  時  2012年 2月 14日（火） 

  第一部  式典・講演  16：00～18：20 

（受付開始15：00） 

第二部  懇  親  会  18：40～20：00 

  場  所  名古屋東急ホテル  三階  バロックの間 

4.皆様にご回答頂いたロータリー財団への寄付に対するご連絡

事項を同封致しましたので、ご一読下さい。 

5.下半期の行事予定表を同封致しましたので、よろしくお願い

致します。 

6.来る12月17日(土)の家族忘年会の出欠票の締め切りは11

月 25 日(金)までとなっておりますので、よろしくお願い致

します。 

7.次週 11 月 23 日(水)は法定休日です。従いまして、次回例

会は 11 月 30 日(水)となりますので、お間違えのないよう

お願い致します。 

卓  話 

未来の夢計画について（財団資金の活用について） 

国際ロータリー第2760地区 

資 金 推 進 委 員 会 

委員長  朱宮 新治 様 

半泊会長のもと充実された活

動を行われておられる名北

RC に財団月間とはいえお邪

魔する機会を得まして大変うれしく思っております。本日は例

会の貴重な時間を財団の為に与えてくださり感謝申し上げま

す。さて 1917 年の R 財団創立以来、財団ではプログラムの

増加に伴い、その種類も多様な物となり需要が高まっています。

そして最近、特に多大な成果をもたらす、持続可能なプロジェ

クトをロータリアンが実施出来るようもっと効果的な方法を

打ち出す必要が出てきました。そこでＲ財団管理委員会によっ

て 2005 年に承認された未来の夢計画は補助金手続きを簡単

にして増え続けるロータリアンの需要に応え、財団の効率を高

めることを目的に形つくられました。未来の夢計画を立案する

中で、財団管理委員会は、財団の意義ある活動がよりよく伝わ

るよう、この計画の土台となる財団の使命を書き改めました。 

・Ｒ財団の使命は、ロータリアンが健康状態を改善し、教育へ



の支援を高め貧困を救済することを通じて、世界理解、親善平

和を達成できるようにすることであります。そしてアンケート

調査や座談会に参加した多勢のロータリアンの意見をもとに

未来の夢計画の目的が定められました。 

・クラブ・プロジェクトの成果を広げる---未来の夢の一番の

目的は、ロータリアンによるプロジェクトの成果をさらに広げ

ることです。ロータリアンが持続可能な成果をもたらすプロジ

ェクトを立案し、より大きな影響を与えられるようにする。こ

れがグローバル補助金のねらいです。プロジェクトは他のクラ

ブや地区の協力のもとに実施されます。 

・補助金活動の焦点を絞る---未来の夢では、補助金活動の焦

点を絞ることも目的の一つです。グローバル補助金は財団の使

命をささえ、ロータリアンによる活動の代表的な種類を反映し

た、6つの重点分野においてプロジェクトを実施することが出

来ます。 

・重点分野 1.平和と紛争予防／紛争解決 

2.疾病予防と治療 

3.水と衛生設備 

      4.母子の健康 

5.基本的教育と識字率向上 

6.経済と地域社会の発展 

・決定権を地元に委ねる---未来の夢のもう一つの目的は補助

金に関する決定権をクラブと地区にさらに移動することです。

新地区補助金は財団の使命に関連し、ロータリアンが提唱する

小規模で短期間のプロジェクトに、地区に一括して支給されま

す。地元のニーズに迅速に取り組める柔軟性をそなえたこの補

助金は地元や海外の人道的、職業的、教育的活動にも利用出来

ます。また補助金プロジェクトは地区が管理いたします。グロ

ーバル補助金は規模が大きく、持続可能で大きな成果をもたら

し、重点分野のいずれかに該当するプロジェクトに対して財団

から上乗せ補助金を提供するものです。地区は利用可能なＤＤ

Ｆに基づきプロジェクトに拠出する金額を決定しています。 

・協力組織---未来の夢計画はＮＰＯ、非政府組織などと協力

関係を結び、ロータリアンの奉仕活動の効果を高めることを目

指しています。 

・補助金の手続きを簡素化する---未来の夢のもう一つの重要

な目的に、補助金手続きの簡素化があります。補助金の選択肢

が２種類のみとなったことで、活動に適した補助金が選びやす

くなり、手続きも迅速に行われます。補助金管理の研修、資金

管理、電子送金による支払いを導入することにより、申請から

支給までの時間が短縮されます。 

また地区活動資金（District Designated Fund）DDFには二

つの活用方法が用意されています。一つは新地区補助金ともう

一つはグローバル補助金です。 

・グローバル補助金---グローバル補助金は、財団の使命に関

連するいわゆる6重点分野に該当しなくてはなりません。グロ

ーバル補助金で支援できるプロジェクトや活動の例をみてみ

ますと、2つの国のクラブや地区が協力し、安全な飲み水、衛

生設備、衛生教育を提供するプロジェクトが実施できます。グ

ローバル補助金で、財政面、研修面、プロジェクト後のメンテ

ナンスといった面で、他の非政府組織と交渉し支援を得ること

も出来ます。地区は識字教育の修士号を目指して留学する奨学

生の派遣、或いは奨学金の一部を実施研修に当てることも出来

ます。またグローバル補助金で出発前と留学中の奨学生の費用

を賄うことも出来ます。 

・新地区補助金---この補助金は一括して地区に支給され、地

区財団活動資金の 50％まで利用することができます。例えば

海外のクリニックでボランテｲアを行う、地元の医師の渡航費

用をクラブが援助する。或いは複数のクラブが合同で自然災害

にあった海外の被災地にシェルターボックスを贈るなど様々

な活動が考えられます。ところで当地区は今年度63クラブに

168,150 ドルの新地区補助金が支給されることになりました。 

グローバル補助金の利用については、重点6分野の中から、疾

病予防と治療をテーマに、現在職業研修チーム派遣（ＶＴＴ）

がオーストラリアに決まり準備中です。 

・試験段階の実施プロセス---未来の夢計画が全面的に実施さ

れる 2013/2014 年度に先立ち、財団は３年間の試験段階を

設けました。選ばれた地区が 2010/7～2013/6 まで試験段

階に参加します。 

・試験地区、地区内のクラブが出来ること---試験段階中、世

界から 100 地区が新しい補助金を利用し、その効果や問題点

についてフィードバックを提供します。これを基に財団は新し

い補助金が地区に導入される 2013/7 までプロセスに改善を

重ねていきます。試験地区内のクラブも同様に重要な役割を果

たします。クラブは参加条件を満たすための管理体制を整え、

DDF の配分に当たって地区を助け、新しい財団の補助金を利

用し、未来の夢に関するフィードバックを提供します。Ｒ財団

は過去30年間に飛躍的成長をとげ、多大な成果を残してきま

した。財団を前進させる未来の夢計画は、世界で良いことをし

ようという使命を達成するために財団のレソースを最大限に

生かすことを目指しています。そしてクラブと地区のご支援の

もと、このビジョンを実施することが出来るのです。次年度に

は補助金を利用した事業を計画されておられるようですが、こ

れからも是非引続き財団の活動にご理解とご協力をお願いい

たします。 

 



誕 生 日 

11/  1 入江由希子さん     11/ 20 岩田  満治君 

11/ 26 渡邉  泰彬君 

11/ 10 加藤あつこさんご主人 11/ 18 足立陽一郎君ご夫人 

11/  8 ラシドファ，カミラ アフマドジョノフナさん 

結 婚 記 念 日 

11/  8 柴山  利彌君      11/ 10  横井    登君 

11/ 12 松岡  三明君         11/ 18  北村  紀子さん 

11/ 23 小關  敏光君         11/ 30  古川  康司君 

ニ コ ボ ッ ク ス 

朱宮  新治様（地区資金推進委員長） 

本日は財団月間でお世話になります。 

遠藤  友彦君    朱宮様をお迎えして。 

尾関  正一君   名北ゴルフ例会に星川会長賞ありがとうござ

いました。 

古川  康司君    結婚記念日をお祝い頂きまして、有難う御座

います。 

梅村美知容さん  タイの洪水はまだまだ大変です。 

梶川  久雄君    ゴルフ友の会今月例会で優勝させて頂いて。 

渡邉  泰彬君    誕生日祝っていただきます。 

【ロータリー財団 資金推進委員長 朱宮新治様、卓話宜しくお

願い致します。】 

半泊  與則君 北村紀子さん 足立陽一郎君 山田  浩二君 

岩田  満治君 伊藤  晋一君 尾關實津成君 藤原  研一君 

星川  直志君 横井    登君 横井  尚啓君 杉浦  定文君 

近藤    朗君 堀  美喜雄君 阿部  美男君 加藤  昌之君 

松岡  三明君 

横田  徳久君 

石黒    勉君 

木村  雅一君 

小關  敏光君 

赤崎  守弘君 

加藤あつこさん 
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※１  ガバナーと河村名古屋市長 市長は、「減税政策」の下、

経済を活性化させ、ロータリーの「奉仕の精神」で広く

寄付を行うことを、推奨しました。 

※２  ガバナーと大村愛知県知事 知事は、「愛知は工業生産

日本一」「日本一ということは世界一」、加えて農業にお

いても、全国で上位に位置することを強調しました。 

※３  来年度ホストを務める安城ロータリークラブ 

※４  来年度に向けて挨拶する千田ガバナーエレクト 

※５  講演する須田元ＪＲ東海会長 


