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本日本日本日本日のののの行事予定行事予定行事予定行事予定    ((((2012 年年年年 1 月月月月 27 日日日日))))    第第第第 2862 回例会回例会回例会回例会 ≪≪≪≪ロータリーロータリーロータリーロータリー理解推進月間理解推進月間理解推進月間理解推進月間≫≫≫≫    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：ロータリーロータリーロータリーロータリー情報委員長情報委員長情報委員長情報委員長    宅見康悦君宅見康悦君宅見康悦君宅見康悦君    演演演演        題題題題：「：「：「：「ロータリーロータリーロータリーロータリー情報委員長情報委員長情報委員長情報委員長としてとしてとしてとして                        皆様皆様皆様皆様とととと共共共共にににに再度勉強再度勉強再度勉強再度勉強しようぜしようぜしようぜしようぜ、、、、    ロータリーロータリーロータリーロータリーはははは何何何何ぞやをぞやをぞやをぞやを？」？」？」？」        先回先回先回先回のののの記録記録記録記録（（（（例会例会例会例会））））    第第第第 2861 回回回回 ’’’’12 年年年年 1 月月月月 20 日日日日（（（（金金金金））））晴晴晴晴れれれれ 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：小林啓子君小林啓子君小林啓子君小林啓子君    講講講講        師師師師：：：：((((財財財財))))エイエイエイエイ・・・・エフエフエフエフ・・・・エスエスエスエス日本協会日本協会日本協会日本協会                        東海支部東海支部東海支部東海支部    服部美恵子氏服部美恵子氏服部美恵子氏服部美恵子氏    演演演演        題題題題：「：「：「：「息子息子息子息子のののの遺遺遺遺したものしたものしたものしたもの」」」」    ストレッチストレッチストレッチストレッチ体操体操体操体操        山本達彦君    ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング        「日も風も星も」   ソソソソングリーダーングリーダーングリーダーングリーダー  寺島淳一君 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数   72名   12月 17日例会分訂正 出席免除会員出席免除会員出席免除会員出席免除会員   19 名    欠 席 会欠 席 会欠 席 会欠 席 会 員員員員    19 名 本日出席会員本日出席会員本日出席会員本日出席会員   60 名   MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員    10 名 本日本日本日本日のののの出席率出席率出席率出席率  83.33%    訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率  96.92%     会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    寺田晏章寺田晏章寺田晏章寺田晏章会長会長会長会長    大変寒い例会日ですが、皆様多数ご出席ありがとうございます。東京、横浜は今朝初雪だそうです。来週はもっと寒くなる予報が出ています。いよいよアマゾンへの出発が近づきました。現地は暖かいでしょうが、どうか無事にお帰りいただき、素晴らしい報告会が楽しみです。  今日午後 1 時より文化会館で診察報酬改定の中央社会保険医療協議会の公聴会が開催されます。国家レベルの公聴会が津島で開催されるのは、後にも先にも初めてではないでしょうか。例会終了後できるだけ多くの方々に聞きに行かれることを

お奨めいたします。  一昨日ある会合でプロゴルファーの森口祐子氏の話を聞く機会がありました。富山県の生まれで57 歳、岐阜関ゴルフ場所属で通算 41 勝の永久シード選手です。中学、高校はバスケットボール部で活躍し、卒業と同時にプロゴルファー志望で岐阜関カントリークラブに就職し、名コーチの井上清一さんに師事し、午前中は売店の店員、午後から練習という生活をして 2 年でプロ試験に合格、翌年には早くも初優勝、新人賞と活躍されましたが、この間井上先生には何も教えられなかったそうです。グリップの仕方、アプローチの打ち方すべて他の練習生を参考に、ただボールを打つことだけの連続だったそうです。 3 勝目か４勝目をしてから、初めて飛距離の出し方、バンカー、アプローチ等時々指導があったそうです。ただゴルフに対する考え方は常々話されたそうです。そのおかげで我慢することを覚え、結婚して子供が2人できても再度挑戦して20勝以上して日本女子プロというメジャーにも優勝できたと言っていました。  でもやっぱりゴルフはアマチュアで気の合った人たちが和気あいあいプレーするのが一番だとトッププロが言うと含蓄のある言葉に聞こえました。        幹事幹事幹事幹事報告報告報告報告    八谷潤一幹事八谷潤一幹事八谷潤一幹事八谷潤一幹事    1. 1/22(日)、第 1 回ロータリーリーダーシップ2760分科会研修に篠田会長エレクトが出席致します。 2. 1/25(水)、地区ロータリー未来委員会に地区識字率向上委員会の鈴木吉男委員長が出席致します。 3. 1/26（木）、地区識字率向上委員会に鈴木吉男委員長が出席致します。 4. 本日、3/3(土)開催の西尾張分区大会の案内をお渡ししました。全員登録の例会扱いと
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なりますので出席のほどよろしくお願いいたします。 5. 来年度の津島ロータリークラブ創立 60 周年記念式典の日程が、11/3 文化の日に決定致しました。 6. 日展の招待券と割引券を頂きました。招待券は 2 枚となっております。早い者勝ちでお願いします。 7. 名誉会員の伊藤市長より中央社会保険医療協議会の公聴会に出席のお願いがありました。本日の 1 時から 3 時まで津島文化会館にて開催されます。例会終了後、出席できる方は文化会館へお越しください。 以上ありがとうございました。  ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス報告報告報告報告    第第第第 2861286128612861 回分回分回分回分    滝川林一滝川林一滝川林一滝川林一ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス委員委員委員委員    寺田晏章会長、鈴木吉男副会長、八谷潤一幹事 本日文化会館にて中央社会保険医療協議会公聴会が開催されます。例会終了後、伊藤市長の応援にまいりましょう。 小林啓子君 本日卓話を担当します。 佐藤敬治君 本年 2 月 3 日(金)の国府宮はだか祭大鏡餅奉納に向けて、あま市七宝奉賛会を、昨年の 6 月に立ち上げ、準備をしてまいりました。今月29日(日)餅つき行事を七宝アートビレッジで行います。約 2,500 人の人が参加していただく予定です。無事に大鏡餅(重さ 4ｔ)を搗(ふ)きあげて、3日の奉納パレードまで、成功裏に終わりますことを、願っています。 伊藤彰浩君 ご無沙汰しております。明日 1 月 21日蟹江町にヨシヅヤＹストア食品館をオープンします。ありがとうございます。 高木輝和君、滝川林一君、浅井賢次君、伊藤幸蔵君 日曜日からアマゾンへ出発します。 水野憲雄君 伊藤雅昭君に大変お世話になり、ありがとうございました。お花をいただいて帰ります。 服部貴君 相羽あつ子先生、馬場町山車からくり人形用の琴ひもをたくさんいただきまして、ありがとうございました。ご協力に感謝します。 服部昭三君 伊藤文郎市長が委員をしている中医協の公聴会が、本日津島市文化会館で開催されますので、出席してきます。 住田正幸君 プロのリンパ療法士（佐藤さん）に治療してもらいまして、ありがとうございました。 浅井賢次君、山田清三君、宅見泰悦君、加藤隆朗君、滝川林一君、山本達彦君、堀田力男君、加藤秀人君、児玉昭君、伊藤幸蔵君、坂井裕君、伊藤基君、清水裕之君 ウィークリーに写真が載りました。 幅辰雄君、相羽あつ子君、松崎安孝君、日比一昭

君、稲川明俊君、城正憲君、山本一之君、安江正博君、佐藤栄一君、篠田廣君、中野義光君、田中正明君、八木秀雄君 その他。     卓卓卓卓    話話話話    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：小林啓子君小林啓子君小林啓子君小林啓子君    講講講講        師師師師：：：：((((財財財財))))エイエイエイエイ・・・・エフエフエフエフ・・・・エスエスエスエス日本協会日本協会日本協会日本協会                        東海支部東海支部東海支部東海支部    服部美恵子氏服部美恵子氏服部美恵子氏服部美恵子氏    演演演演        題題題題：「：「：「：「息子息子息子息子のののの遺遺遺遺したものしたものしたものしたもの」」」」           留学先の米国ルイジアナ州で、息子剛丈（よしひろ）が、ハロウィーンパーティの会場を間違え、射殺されてから今年で 20年目になる。生きていれば36 歳の働き盛りだろう。 事件前事件前事件前事件前     息子が米国に留学するきっかけになったのは、1987 年から1 年間我が家にホームステイしたミネソタ州出身のウエンディだ。ＡＦＳという高校生留学を推進するボランティア団体を通じてやってきた。彼女と一緒の生活は、文化の違いでとまどったことも多かったけれど、私は彼女のように他の国から自分の国を見直す経験をぜひわが子にもさせてみたいと思った。  やはり剛丈も高校 2 年の夏、ＡＦＳを通じて留学することとなった。ホストファミリーのヘイメーカー家は、お父さんが物理学の大学教授、お母さんがお医者さんで、剛丈と同年齢のウェブくんとお姉さんのエリザベスの家族構成で、いい家族にお世話になると、喜んで送り出した。 米国米国米国米国のののの銃銃銃銃のののの状況状況状況状況     米国の生活の安全面に関し、なんの情報も息子に知らせる努力も知恵もなく送りだしたことは、いまでも親として情けなく苦しむところだ。当時も今も日本と比べると米国の状況は変わっていない。二億丁の銃が出回り、州単位でさまざまな規制はあるものの、国では、銃の野放し状況であるからだ。その結果年間 1万人以上の人が殺人事件で亡くなっている。銃が銃刀法で厳しく規制されている日本では、銃の事件でなくなる人は 30人前後、他の凶器も含めた殺人事件全体で約 1000 人という統計からも、銃が生活の中に野放しになっていることがいかに危険かがわかる。 
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事件事件事件事件    1992 年 10 月 17 日（現地時間）夜の 8 時ごろ、ウェブの運転する車で、ハロウィーンパーティへ行く途中、訪問先を間違え、その家の家主に射殺された。留学を勧めた私は、自分が殺したようなものだと苦しんだが、主人が「自分で判断して留学したんだから、そんなことをいったら剛丈がかわいそうだ」と言った。 署名運動署名運動署名運動署名運動    署名運動はホストファミリーのウェブの言葉がヒントになった。彼が、当時大統領候補だったビル・クリントン氏に、銃の規制を訴える手紙を書くと言ったからだ。その言葉を聞いて大統領と市民の間の関係がとても近いから、大統領に訴えれば米国の銃の状況を変えることができるかもしれない、死んでしまった息子の生きた証を残せるかもしれないと思った。息子の遺体引取りに出かけた帰りの機内で「アメリカの家庭から銃の撤去を求める請願書」の草稿を書き、通夜の席から配布した。その後日本で約 175 万人、アメリカで 20万人ほどの署名を集め、クリントン大統領に手渡した。この誓願は大きく実を結び、連邦初の銃規制ブレディ法（銃購入時、犯罪歴や病歴のチェックをするため、5日間の待機期間を設ける）となった。日本からの声が、他国の法律成立の後押しをしたのだ。  ＹＯＳＨＩＹＯＳＨＩＹＯＳＨＩＹＯＳＨＩ基金基金基金基金    署名運動の後は、民事裁判の賠償金で Yoshi’s Gift賞基金を設立し、米国で銃の規制のために優れた活動をする団体を表彰したり、ルイジアナ州の高校生と日本の留学生の交流を支援したりしたが、今もなお継続し、私の生活の柱になっているのは、ＹＯＳＨＩ基金である。この基金は剛丈の障害保険金 1000 万円を元本として多くの寄付により設立された。 米国の高校生を 1 年間日本に招きホームスティしながら、銃が生活の中にない日本の暮らしをしてもらう。彼らの多くは日本から多くを学んで帰国していく。たとえば、19 人目にあたる 2010 年度のマックス君は、「日本に来てみて、アメリカの社会をよくするヒントが日本の社会にあると思いました。日本にはおたがいを思いやり、和を大切にする文化があります。それに人への信頼感も失われていません。……なによりすばらしいのは、銃がなければ自分を守れないと誰一人考えていないことです」と訪問先の旭ヶ丘高校でスピーチした。日本人があたりまえにして鈍感になっている日本の安全を、若い彼らはすばらしいと賞賛して帰国していってくれる。継続することで、いつか大きな変革をおこすことを夢見て、毎年、奨学生との出会いを楽しみにしている。 

息子息子息子息子のののの遺遺遺遺したものしたものしたものしたもの     息子の事件で、私は銃規制という米国の根幹とかかわる大きな荷物を背負うことになった。しかし事件がなければ出会うことなかった人に出会い、多くの人に支えられた。文化の違いに真剣に向き合うこともできた。息子には万感をこめてありがとう、と今は言いたい。     そのそのそのその他他他他           早退した寺田晏章会 長に代わって、鈴木 吉男副会長が点鐘。 
 2222 月月月月のののの例会変更例会変更例会変更例会変更                     

     サンディエゴサンディエゴサンディエゴサンディエゴのののの国際協議国際協議国際協議国際協議会会会会にににに出席出席出席出席しているしているしているしている RIRIRIRI 第第第第2760276027602760 地区地区地区地区 2012201220122012～～～～13131313 年度年度年度年度千田毅千田毅千田毅千田毅ガバナーガバナーガバナーガバナーよりよりよりより、、、、挨挨挨挨拶状拶状拶状拶状がががが届届届届きましたきましたきましたきました。。。。            

 海外からの留学生を預かるのは文化の違い等で大変なことです。唯一ロータリアンの子弟でもできるのが青少年交換ですから、ぜひ利用し てください。 

クラブ名 日 曜 サイン受付 名古屋名南 RC 2/7 火 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ(夜） 名古屋東南 RC 2/8 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 名古屋東 RC 2/13 月 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 名古屋守山 RC 2/15 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 尾張中央 RC 2/15 水 名鉄グランドホテル 稲沢 RC 2/15 水 林商事ビル 名古屋北 RC 2/17 金 名古屋東急ホテル 尾張中央 RC 2/22 水 名鉄グランドホテル 名古屋東南 RC 2/22 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 名古屋守山 RC 2/22 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 稲沢 RC 2/22 水 林商事ビル 名古屋みなと RC 2/24 金 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F あま RC 2/27 月 名鉄グランドホテル 稲沢 RC 2/29 水 林商事ビル 尾張中央 RC 2/29 水 名鉄グランドホテル 
 

名古屋東RC会報第2408号の写真 
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次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2863 回回回回    ’’’’ 12 12 12 12年年年年 2222月月月月 3333日日日日（（（（金金金金））））    ≪≪≪≪世界理解世界理解世界理解世界理解月間月間月間月間≫≫≫≫    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：国際奉仕国際奉仕国際奉仕国際奉仕委員長委員長委員長委員長    伊藤幸蔵伊藤幸蔵伊藤幸蔵伊藤幸蔵君君君君    演演演演        題題題題：「：「：「：「国際奉仕国際奉仕国際奉仕国際奉仕」」」」    

 国際国際国際国際ロータリーロータリーロータリーロータリー・・・・ニュースニュースニュースニュース（（（（１１１１月月月月 17171717 日日日日））））        全世界全世界全世界全世界ののののロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブがががが    2222億億億億ドルドルドルドルののののチャレンジチャレンジチャレンジチャレンジのののの目標目標目標目標をををを達成達成達成達成     国際ロータリーは、ポリオ撲滅を目的としたビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団からの補助金に応える「ロータリーの 2億ドルのチャンレジ」の目標額2 億ドルをついに達成しました。1 月 17 日現在募金総額は 2 億260万ドルとなっています。  ロータリー財団の管理委員を務めるジョン F. ジャーム氏は、サンディエゴで開催中の国際協議会で、次のように述べました。「私たちは、今回の達成を祝うべきですが、これで募金やポリオへの認識向上運動を止めるわけではありません。全世界からポリオが根絶されるまでは、この活動を止めることはできません」   ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団からロータリーに授与された3億5,500万ドルのチャレンジ補助金に応えるため、ロータリーは、独自に目標 2億ドルを集める募金キャンペーンを展開してきました。ポリオはワクチンで予防が可能であるにもかかわらず、現在も子どもたちがポリオに感染している国があります。集められた資金は全額、感染者が出ているこれらの国での予防接種の支援に充てられます。   目標達成のニュースに続き、ゲイツ財団の最高執行責任者であるジェフ・レイクス氏が、新たな追加補助金をロータリーに授与することを国際協議会で発表しました。「今回のロータリーの素晴らしい達成を称えるとともに、皆さまのさらなるご健闘を願い、当財団は、さらに5千万ドルの追加補助金を授与することを決定しました。これにより、私たちのパートナーシップがさらに発展することを願っています」 さらに、レイクス氏は次のように続けました。「世界からポリオを撲滅する活動は、ロータリーが始めたものであり、これからも、民間による募金や草の根の参加を促し、ポリオ撲滅を各国政府の優先項目として掲げてもらうために、ロータリーが中心的な役割を果たしていくでしょう」   ゲイツ財団からの 5,000 万ドルの新たな補助金は、ロータリーからの上乗せ寄付を条件とするものではありません。    1988 年以来ポリオの発症数は 99％減少し、年間35 万件だった当初と比べ、2011 年にはわずか 650件となりました。現在、野生ポリオウイルスは、4カ国（アフガニスタン、インド、ナイジェリア、パキスタン）のみに常在しています。このうち、インドでは、1 月 13 日までの 1 年間、ポリオ無発症の

状態を維持しており、常在国のリストから外される可能性が高くなっています。  しかし、上記以外の国々でも、常在国からのウイルス流入による感染の危険が今なお続いています。アフリカ大陸では、2011 年にチャドとコンゴ民主共和国でポリオが流行しました。また、同じく2011年、中国で 10年ぶりに、少数ながらポリオの新たな感染者が確認され、このウイルスがパキスタンから流出したものであることが分かっています。  ロータリー会員は、ゲイツ財団からのチャレンジ補助金に応えて、自ら寄付をしたほか、それぞれの地元地域で工夫をこらした募金活動を行いました。これには、52,000 ドルを集めたチャリティー・ファッションショー（カリフォルニア）や、54,000ドルを集めた映画上映会（ニュージーランドとオーストラリア）、38,000 ドルを集めたキリマンジャロへの登頂チャレンジ（タンザニア）などがあり、イベントの多くは、10月 24日の世界ポリオデーの前後に行われました。   全世界のロータリアンは、今回の募金キャンペーンだけでなく、ロータリーがポリオ撲滅活動を始めた1985年から現在までに、総額 10億ドル以上を寄付してきました。1988年、世界保健機関（ＷＨＯ）、ユニセフ、米国疾病対策センターが、世界ポリオ撲滅推進計画（ＧＰＥＩ）の主導団体として、ロータリーの取り組みに加わりました。また、最近この取り組みを大きく後押ししているゲイツ財団は、2007年にポリオ撲滅を目的としてロータリーに 1 億ドルの補助金を授与し、さらに 2009 年に、この額を3億 5,500万ドルに引き上げました。ゲイツ財団からのこの補助金に応え、ロータリーは 2012年 6月30 日までに 2 億ドルを独自に募金してポリオ撲滅に寄付することを約束しました。   乏しいインフラ、遠隔地や紛争地域での予防接種、撲滅活動に対する文化的な誤解など、撲滅への課題は現在も多く、ポリオウイルスが根強く残る国々では、すべての子どもに経口ポリオワクチンを投与するために、莫大な労働力とリソースが必要とされています。               2222 月月月月のののの卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当((((変更変更変更変更))))    2 月 10 日(金) ⇒⇒⇒⇒ 清水裕之君 2 月 17 日(金) ⇒⇒⇒⇒ 稲川明俊君 2 月 24 日(金) ⇒⇒⇒⇒ 加藤秀人君 

ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団の最高執行責任者、ジェフ・レイクス氏  


