
会長　香田　研二

本日の例会 （第１９０５回）　 １１／１７　（水） 

次回の例会 （第１９０６回）　 　１１／２４　（水） 

第１９０４回例会記録　 １１／１０ （水）　晴　
司　　　　 会　 伊藤　晋一 君

斉　　　 唱 　　国歌／君が代　ＲＳ／奉仕の理想

２ＲＣ合同夜間例会及び懇親会を開催します。
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会 長 挨 拶

２０２１～２０２２年度　Ｎｏ.１４

晩秋となり街路樹も色付き始めました。

本日は 「Ｒ財団月間卓話」 を地区グローバル奨学生・平和フェロ

ー委員会　近藤副委員長にお願いし２週間ぶりの例会となります。

近藤先生後ほど宜しくお願いします。先週６日・７日と今年度地区大

会が執り行われました。 ホストクラブの錦ＲＣさんにはコロナ禍の開

催大変なご苦労が有ったと推察致します、 成功裡に無事開催され

たことに心より感謝いたします。その地区大会６日 「RI 会長代理ご

夫妻　歓迎晩餐会」 に名北ＲＣを代表し出席しました。

我が名北からは梶川ガバナー補佐も出席されましたが、例年は幹事

も参加するはずですがコロナ禍の中、会長のみの参加となりました。

当日偶然にも本日ゲストでお見えになられている鈴木建吾さんの所

属されている名古屋東ＲＣ濱洋一会長と同じテーブルになりました。

濱会長とは市邨高校ローターアクトを共同提唱してますので市邨の

生徒さんが春 ・ 夏休みの時期、顧問の先生 ・ 生徒さんにクラブ例

会に参加いただき名古屋東 ・ 名北ＲＣでの合同例会を行う構想を

話し合いました。 今後皆さんの積極的な取り組みをお願いします。

さて、 ６日には上述のとおり私と梶川ガバナー補佐だけ出席し、 「

井沢　元彦氏 ： 信長と信玄～戦国武将に学ぶリーダーシップ論」

の講演を聴いてきました。 テーマの通り信長と信玄の経済 ・ 軍備

・ 宗教 ・ 女性活用など様々な比較と時代考察の内容で歴史好き

には大変興味深い内容でした。

経済の話では信長は有名な楽市 ・ 楽座を行います。 これは誰で

も自由に商売行える今では当たり前の事ですが、 当時は神社 ・ 仏

閣があらゆる商品に座という強力な組織を構築し利権を握り新参者

が立入ることができませんでした。

それを打ち崩したのが信長であり当然各利権を握っていた神社 ・

仏閣と対立することになりあの比叡山焼き討ちとなります。

因みに信長は冷酷非道な仏敵と言われていますが、 当時の宗教

団体は先の利権 （座） を守るために武装しており宗派対立も凄ま

じいものだったそうです。例えば天文法華の乱は日蓮宗と比叡山が

対立し山門側が洛内 ・ 外の日蓮宗２１の寺を襲撃し日蓮宗の僧 ・

宗徒を虐殺してます。 これは信長が比叡山焼き討ちの３５年も前

（１５３６年） の事件でした。 女性の活用も信長が当時には考えられ

ないような施策を行っていたそうです。 武田勝頼の母親は諏訪姫

でしたがどこの歴史書 （甲陽軍鑑など） にも一切実の名前が記載

されていません。 紫野式部も清少納言も実名ではなく俗名だそう

です。信長までの時代には女性の名前は夫と近い親族のみが知る

ものであり一切外部には知らされることは無かったとの事でした。

信長の時代から以降徳川時代のに濃姫やお市の方、 茶々、 春日

局 ・ 齋藤ふくなど実名が世の中に知られるようになったそうです。

信長が兵農分離の常設軍隊制度を始めたり信玄とは革新的な違



【地区大会お疲れ様でした。 無事成功心よりお祝い申し上げます】

香田　研二君　 梶川　久雄君　 塚本　   隆君　 加藤あつこさん　

西村　　  努君　 梅村　   篤君　 岩田　滿治君　 足立陽 一郎君

加藤　昌之君　 平子　明資君　 杉浦　定文君　 尾 關實津成君

伊藤　晋一君　 玉置　正樹君　 尾関　正一君　 中野　愛弓さん

中島　宗幸君   林　　　 　功君　 河東　広樹君　 入江由希子さん

吉村知紗さん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　   　

渡邉　泰彬君　　８３歳の誕生日祝っていただきます。

近藤　　 朗君　　 本日は、 卓話をさせていただきます。 よろしくお

　　　　　　　　　　 願い致します。

幹 事 報 告

Birthday/Wedding Anniversary
会員誕生日

１１月　１日 入江由希子さん　  １１月２０日 岩田　滿治君　　

１１月　５日 宇佐美太郎君　　　 １１月２６日 渡邉　泰彬君

１１月　９日 中島　宗幸君　　　

配偶者誕生日

１１月１０日 加藤あつこさんご主人　 １０月３０日 梅村　　篤君ご夫人

１１月１８日 足立陽一郎君ご夫人　　

結婚記念日

１１月　８日 柴山　利彌君　  　　１１月１８日 北村紀子さん

ロータリー財団月間卓話

グローバル奨学生 ・ 平和フェロー委員会

　　　　　　　　　　　　　副委員長　近藤　　朗君

昨年１２月１６日当クラブ例会にて都々逸について卓話をしていただ

いた慶応義塾大学・中部大学 名誉教授 小野桂之介様が出版さ

れた 「都々逸っていいなあ」 の本が名北ＲＣに届きました。

紹介者である加藤あつこさんに、本のご紹介をしていただきました。

ニ コ ボ ッ ク ス

いが有り歴史小説にあるような上洛途上三河で信玄が死んでいな

くても天下は取れないとのことでした。

総じていえば御当地信長に大変忖度されて信長を絶賛されたのか

なー？？と個人的に思いましたが大変面白く目から鱗のあっという

間の 1 時間でした。

それと、井沢先生のお亡くなりになられたお父様は和合ＲＣに所属

されたロータリアンであられたそうです。

１. 本日は、 半田南ＲＣ様との合同夜間例会及び懇親会です。

　　皆様ごゆっくりお寛ぎ下さい。

２. 来る１２月８日 （水） に開催されます、名古屋名北ＲＣ忘年会の

　　出欠票の提出期限は、 １１月１９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。

私は、財団委員会の中のグローバル奨学生 ・ 平和フェロー委員会

に出向しております。

財団委員会には、 お金を集める仕事と、 使う仕事とがありますが、

後者、 「使う」 方の委員会です。

ですから本日は主に、 「如何様に使われているか」 について、 お

話いたします。

まず、 財団の活動の起源は、 １９２０年代経済的格差が広がる中、

シカゴで、 公衆トイレを作ったことと言われています。

次に、 財団の特徴はその規模です。

２０２０年の国際ロータリーの純資産が、 １億５０００万ドル弱であるの

に対して、ロータリー財団の純資産は、実に１１億２０００万ドル余です。

さらに、 財団の支出に無駄がないということです。

例えば、 寄付の総額３億４０００万ドル余に対して、 プログラム補助

金とプログラム運営費で３億２７００万ドル余を占めており、 ほとんど

無駄なく、 目的のために使われています。

さらにポリオ撲滅についてです。 ２０２０年にはナイジェリアの新規感

染者がゼロとなり、 残りはアフガニスタン、 パキスタンのみとなりま

した。 そして、 グローバル補助金です。

わが名北ロータリーは現在ホストクラブとして、 O さんのジョンズホ

プキンス大学大学院への留学を支援しています。

１０月下旬、 当クラブの口座から O さんへ５９４万円を送金しており

ます。 ヨーロッパや、 アメリカの大学院の授業料は、 高額ですの

で、 ほぼ、 学費に充てられます。

本年もすでに１１名の応募があると聞いておりますが、２名から３名に、

各６００万円前後、 支援することになることが予想されます。

このように、 財団のお金は、 有効に使われております。

何卒、 ご理解頂きたくよろしくお願い致します。


