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例会場︓名古屋東急ホテル　 中区栄 4 丁目 6 番 8 号
　　　　　　（052）252-8658
事務局︓名古屋市中区栄 4 丁目 6-3　岡崎ビル 2Ｆ
　　　　　　（052）253-9075　　FAX（052）253-9076
　　　　　　E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp
会　長︓近藤朗　幹　事︓梅村美知容　会報委員長︓尾関正一　題　字︓遠藤友彦
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◆司　　 　　会　香田　研二君
◆斉　　 　　唱　国歌 ・ 君が代／奉仕の理想
◆ゲ　　ス　　ト　国際ロータリー第２７６０地区　　
　　　　　　　　     ロータリー財団委員会　　会計長　　兵藤　文男様 
◆来訪者紹介　松山　幸久様　   

次回の例会（第１８４８回）１１／３０（水）

第１８４６回例会記録 　 　１１／６（水）晴

◆ス ピ ー カ ー  柴山　利彌君
◆ゲ　　ス　　ト  国際ロータリー第 2760 地区　東名古屋分区
　　　　　　　　　　ガバナー補佐　𠮷田　正道様
　　　　　　　　　　国際ロータリー第 2760 地区
　　　　　　　　　　IM 実行副委員長　田尻　幹夫様
　　　　　　　　　　　　　　　　

　

本日の例会（第１８４７回）１１／１３（水）

例 会 報 告

会員数      35 名
欠席会員数       5 名
出席会員数     30 名
出席率  85.71％

前々回訂正　　　　 1844 例会
欠席会員 　　　  5 名中
MAKE UP  1 名
出席率訂正      85.19％

例 会 報 告

出 席 報 告

会 長 挨 拶

１１月に入って 「秋も深まった」 という雰囲気になりました。私は、
１１月３日、 錦ロータリークラブよりお誘い頂いた 「陸前高田応
援コンサート in 建中寺」 という催しに行ってきました。 陸前高田の

中学校の元校長先生である阿部重人さんのお話と、中山静雄カル
テットと西彩子さんのジャズの演奏でした。河村たかし名古屋市長
が音頭をとって、継続的な市役所職員の派遣や、名古屋市立大
学看護部へ陸前高田の若者を迎えていることとか、 その若者の支
援に岩手県人会の方々が協力していること等を伺いました。 また、
お寺の本堂でのジャズは、 とっても雰囲気がありました。 私たちも、
いますます 「良いこと」 をしたいと思いました。 さて、先週の出来事
としては、沖縄、首里城の焼失があります。私は行ったことがありま
せんが、地元の方々はもちろん、日本中、世界中の人たちが残念
に思っています。 というわけで、今日は、「お城」 の話を少し。 私は、
城マニアではありませんが、 北は青森、 弘前城から、 南は熊本城
まで、 数えてみれば、 沢山、 見ています。 天守閣の有無にかか
わらず、 城跡そのものが地域に愛されていることが多いですね。
私は、松本城が戦後、市民の力で復活した話に感動しました。
松本城は、黒い色もそうですが、形も名古屋城とは違って、上に向
かって建っているという感じですね。 ヨーロッパにもそこかしこに古城が
あります。 私はほんのいくつかしか見たことがありませんが、 日本の
城に比べると、 「私邸」 という雰囲気が強いですね。チェコのプラハ
近郊のコノピシュチェ城というところに行き、 城中が獣の剥製で充ち
ているのに驚きました。 最後の城主は、 サラエボ事件で暗殺された
オーストリアの皇太子、 フェルディナンドですが、 生涯、 ３０万頭
の狩りを行ったとも言われています。私は城の不気味さとともに、この
城主は、やはり、 よい死に方をしないのでは ・ ・ などと思いました。
このとおり、 「城」 といっても、 「公性」 が低いのか、 と思います。
日本の城にあたるのは、 むしろ、「宮殿」 と言われているもののよう
な気がします。 城にせよ、 領地の生き物にせよ、ヨーロッパのお金
持ちの考え方にはついていけないところがあります。
私は、法律を仕事にしており、「所有権」 といえば、ローマ法以来、
確立された 「排他的支配権」 と教えられましたが、日本人の 「支
配」 の感覚とヨーロッパ人のそれとは、大きく違うのではないか︖　とも
思います。 ロータリークラブは世界的な組織です。「良いこと」 を目
指します。 しかし地域によって 「良いこと」 の内容は異なるのでし
ょう。 伊勢湾台風の体験がある名古屋市が、 いち早く、 陸前高
田の支援を行ったように、「同じ痛みが分かる者が、少しでも良いこ
とを」 という気持ちを大事にしていきたいと思います。

会長　近藤　朗

《地区委員報告》　



幹 事 報 告

１.　本日は、 国際ロータリー第２７６０地区ロータリー財団委員
      会　会計長　兵藤　文男様をお招きしております。後程、ロータ
      リー財団月間卓話をして頂きますので、よろしくお願い致します。 　
２.　ロータリー希望の風奨学金の支援１人１０００円の回収を受
      付にて行っております。 ご協力よろしくお願い致します。
３.　９月の千葉県台風１５号災害の義援金を当クラブからも寄付
      することになりました。受付にて１人１０００円回収致します。
      ご協力よろしくお願い致します。
４.　米山月間募金（68,000 円）を米山記念奨学会へ送付致
      しました。 ご協力ありがとうございました。
５.　１１月１日よりロータリー適用相場（ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ）が 1 ドル108
      円（10 月︓108 円）に変更される旨、 国際ロータリー日本
      事務局より連絡が届いておりましたのでお知らせ致します。
６.　１１月２７日（水）、志ら玉にて行われます半田南RCとの合同
      夜間例会の出欠票の締め切りは本日までとなっております。
      出欠票が未提出の方は、早急にご提出いただきますようお願い
      致します。 
７.　１２月７日（土）の家族忘年会のご案内及び出欠票を同封
      致しましたので、 １１月２０日（水）までにご提出下さい。
      尚、 １２月４日（水）の例会を変更して行います。

卓 話

国際ロータリー第２７６０地区ロータリー財団委員会　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　会計長　　兵藤　文男様 
　　　　　　「ロータリー財団の多様性について」

使途指定寄付の昨年度総額１１７１．２１ドル　一人当たりが、
３３．４６ドル。 恒久基金にはございませんでしたが総計で１６
４２１．２１ドルと多額のご寄付をいただきありがとうございました。
今年度は資金推進委員会は、
①毎年続けていただく年次基金をお一人当たり150ドル以上、あと
少しのポリオ根絶のためのポリオプラス基金をお一人当り30ドル以上
② 1.000 ドル以上を恒久基金に寄付していただくベネファクターに
各クラブ１名以上。
③10.000ドル以上寄付していただくメジャードナー（大口寄付）
地区５名以上。
④毎年1.000 ドル以上寄付していただく方を認証するポールハリス
ソサエティへの入会促進。
⑤ロータリーカード（個人カード　クラブカード）の普及推進を主な目
標として活動してまいります。 よろしくお願い致します。
ロータリ財団は国際ロータリーのロータリー財団　The RotaryFoun
dation  of Rotary Interntional というのが正式名称です。
財団の法人設立定款と細則によって 「慈善的、教育的目的のた
めにのみ運営するもの」 と定められており、 R 元 I 会長を含むロー
タリー財団管理委員会と事務総長によって運営されるている。
ロータリー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す。
国際ロータリーとロータリー財団は独立した法人です。 しかし、理念
上も、 実際上も、 ひとつのロータリーとして機能しています。
ひとつのロータリーとして一致団結することで、ロータリーは使命を果たす
ための強い土台を築いています。
わずか６０セント、１人の子どもをポリオから守ることができます。
５０ドルで、水を介する疾病から人びとを守るために安全な水を提
供することができます。
５００ドルで、いじめ撲滅キャンペーンを立ち上げ、子供たちに安全
な環境をつくることができます。ロータリー財団のプログラムとして①ポ
リオプラスプログラムがあります。
もう何年も前からポリオ撲滅をロータリーは言っております。
２００５年のロータリー創立１００周年でも達成することができず
２０１７年のロータリー財団１００周年までにも達成できておりま
せんが、何とかポリオを撲滅ということで一生懸命やっております。
野生型のポリオウイルス常在国は３か国になりました。
アフガニスタンとパキスタンとナイジェリアです。
８月２１日ナイジェリアでは野生型ポリオウイルスによる省令が最後
に報告されてから３年が経過しました。これにより、 来年は世界保
健機関ＷＨＯにより、 アフリカ地域全土がポリオフリーとして宣言さ
れる可能性があるとのことです。２０１９年２月１９日火曜日の
ＢＳＮＨＫ国際報道２０１９特集ポリオ終わりなきという番組の
中にアフガニスタンとパキスタンの現状が報道されています。

只今、 ご紹介賜りました地区ロータリー財団委員会 会計長 兵藤
文男と申します。本日はロータリー財団の多様性についてということで
お話しさせていただきます。私も２０１９～２０年度に初めて刈谷
ロータリークラブから地区の財団に出向したばかりで、要領を得ており
ません。 間違いがあるやもしれませんが、ご容赦願えればと思ってい
ます。 皆さんご存じの通り、 現在、 1 人当たりの年次寄付が１５
０ドルを超えるようになりました。 名古屋名北 RC 様は２０１８年
７月から、２０１９年６月までの年次基金への寄付の昨年度総額
１５，２５０ドル。１人当たりの寄付額が４３５．７０ドル。



パキスタンで、 去年、 感染が報告された子どもの数は１２人。
内８人が、 アフガニスタンとの国境付近に集中しています。
こうした地域では、ワクチンを拒否するケースが多いようです。
なぜ、 ワクチンが拒否されるのか。 長年に渡るイスラム過激派のテ
ロとの戦いで、 インフラ整備が遅れ、 下水道が行き渡っていない地
域も多く、 ポリオの感染リスクが懸念されています。 ５歳以下の子
どもが対象で、 １軒ずつ家庭を訪問し、 全国の４００万人に経
口ワクチンを投与します。
その役割を担うのは、多くが 「ポリオワーカー」 と呼ばれる地元の女
性たちです。 イスラム教の影響などから保守的な風潮が残るこの地
域では、よそ者に対する警戒心が強く、女性の方が、 子どもに接触
しやすいのです。
ポリオワーカーには警察官が同行します。襲撃される恐れがあるため
警護につきます。背景には、同時多発テロ事件の首謀者、オサマ ・
ビンラディン容疑者殺害事件があり
ます。 パキスタンに潜伏していましたが、２０１１年、突入してきた
アメリカ軍の部隊によって、その場で殺害されました。作戦にあたり、
アメリカの情報機関は、ポリオワーカーにふんした協力者を、ビンラディ
ン容疑者の潜伏先に接近させ、特定に至る手がかりを得たとされて
います。こうした背景から、 パキスタンでは、ポリオワクチンの接種キャ
ンペーンは 「外国のスパイ活動の一環だ」 という、 陰謀論が根強
いのとのことです。
ポリオワーカーはスパイだとして、イスラム過激派に狙われる事件が後
を絶たず、２０１２年からこれまでに４８人が殺害されています。
こうした中、キャンペーンで協力を依頼しているのが、地元にあるイス
ラム教のモスクです。
「大切なお知らせです。 ポリオのキャンペーンが、 今日から５日間
行われます。」 地域に影響力のある宗教指導者に呼びかけをお願
いしています。 地道な取り組みによって、少しずつワクチン接種に対
する理解も進んできました。 投与が終わった後、子どもの指に接種
を受けたことを示す印をつけ、 その家の壁にも、 日付などを書き込
みます。 道端で出会った、 こちらの親子。 子どもの指に印がない
とポリオワーカーが気づき、 ワクチン接種を促します。 最初は不安
がっていた母親ですが、説得の結果、 ワクチンの投与を承諾しても
らいます。 しかし、 いつも順調とは限りません。
スパイによる陰謀説に加えて、ワクチンそのものへの不信感も強いの
です。 接種すると、 将来、男の子は性的に不能になり、女の子は
不妊症になりやすいといったうわさが一部で根強く信じられ、 拒否す
る家庭が後を絶たないのです。
接種を拒否した人数は、 前回のキャンペーンでは全国で１０万人
余りに上りました。 うわさについてパキスタン政府は、 「根拠がない」
と打ち消しに努めていますが、キャンペーンを担当する高官は、人々
の理解を得るのは簡単ではないと認めています。
パキスタン政府ポリオ根絶担当ババール ・ ビン ・ アタ氏 「ポリオの根

絶は、 パキスタン政府の優先課題です。
国際社会に対しては、根絶のため、もう少し時間がほしいとお願いし
たい。」人々の間に残る不信感に阻まれながら苦戦するポリオとの闘
い。 その終わりは、 まだ見えていません。
ポリオ根絶立ちはだかる 「壁」 としては 「パキスタン国内で感染が
集中しているのは、 もともと強い自治権が与えられ、長年、政府の
権限が及びにくかった地域です。 よそ者に対する警戒心の強さが大
きな壁となってきました。
さらに、 同じく感染が終息していないアフガニスタンと国境を接してい
ることもリスクの１つとなっています。
国境を挟んで同じ民族が居住し、親戚などへの訪問が頻繁に行わ
れていることから、 感染を食い止めるのは容易なことではありません。
このため、 パキスタン政府は、 国境の検問所で、両国を行き来す
る子どもへのワクチンの接種を義務づけ、 専門のスタッフが対応に当
たっています。 ポリオ感染 “拡大の危険性” 「ポリオは、 予防接種
の普及やインフラ整備などによって、 世界的には根絶が進みました。
しかし、グローバル化が進み、人の移動もより広範囲に広がる中、Ｗ
ＨＯは、パキスタンのように感染が毎年報告されている国でポリオを根
絶できなければ、１０年以内に、世界中で毎年２０万人もの新た
な患者が発生する可能性もあると指摘しています。
パキスタンでは、ワクチンの接種キャンペーンを行うたびに、 一定数の
拒否が出ているだけに、 国民に対し、 ワクチン接種への理解を粘り
強く求めていくことがいっそう重要となっています。」日本は現在でも小
児のワクチンに混合されています。
これまでポリオフリーになった国 で々も継続してワクチン投与が必要で、
そのために莫大なお金が必要になります。
どうしてこんなにポリオにお金が必要かというのは、ロータリーの友の ２
０１８年１１月号の １８～２７ページにわかりやすく書いてあり
ますので、 是非読んでください。
ロータリー財団の委員会は、資金管理委員会、資金推進委員会、
補助金委員会、ポリオプラス／ＶＴＴ（職業研修チーム）委員会、
奨学基金 ・ 平和フェローシップ委員会の５つで成り立っています。
あと、我が ２７６０地区の財団委員会が誇れることが２つあります。
1 つは、 ＶＴＴ委員会が過去９年間連続で海外医療活動を中
心で行っており、 全国のロータリー財団セミナーでも度々発表してい
ます。 今年度はタイ北部の３３６０地区との共同事業としてグロ
ーバル補助金を使って 「シャインマスカットの栽培指導」 を行う予定
です。 もう１つは、 奨学基金 ・ 平和フェローシップ委員会が５年
連続で世界平和フェローを出しています。
これも全国で初めての事です。
ロータリー財団委員会は、２７６０地区内クラブを通じて、支援を
必要とする先のニーズを最優先に考え、４つのテストを指標とするロ
ータリアンスピリットを持った集団として、 最優先の課題に毅然と取
り組むべきであると考えています。



理 事 会 報 告

１．   ＷＦＦの台風１９号による中止について。
２.　2019 年 9 月千葉県台風 15 号災害義援金について。
３.　ロータリー希望の風奨学金への支援協力について。
４.　プロジェクト 50 費用について。

１１月１日    　入江　由希子さん
１１月２０日    岩田　滿治君　
１１月２６日    渡邉　泰彬君　
１１月１８日    足立　陽一郎君
１１月１０日    加藤　あつこさんご主人
１１月３０日    梅村　篤君ご夫人

１１月８日　　   柴山　利彌君
１１月１０日　  横井　登君
１１月１２日　  松岡　三明君
１１月１８日　  北村　紀子さん

誕 生 日

結 婚 記 念 日

ニ コ ボ ッ ク ス

兵藤　文男様　本日卓話させていただきます。 兵藤です。
よろしくお願いします。 　
渡邉　泰彬君　81 の誕生日を祝っていただきます。 　
伊藤　晋一君　10 月のゴルフ例会で、 優勝しました。
柴山　利彌君　結婚記念を祝って頂いて。
梅村　美知容さん　松山幸久さん会長ゲストにお迎えして
うれしいです。

松山　幸久様　近藤　　 朗君　星川　直志君　杉浦　定文君
宇都木　寧君　石黒　　 勉君　横井　　 登君　北村 紀子さん
遠藤　友彦君　梶川　久雄君　岩田　滿治君　平子　明資君
 尾関實津成君　梅田　　 渉君　梅村　　 篤君　玉置　正樹君
河東　広樹君　西村　 　努君　足立陽一郎君　香田　研二君
吉村知紗さん　木村　雅一君　尾関　正一君　加藤あつこさん
入江由希子さん　　　　　　　　　　　　　　

【兵藤様、 本日は卓話、 よろしくお願い致します。 松山様、
わがクラブの雰囲気を味わって下さい。】


