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「I・M の報告」「新会員スピーチ」山田一成さん

前例会の記録・第 2480 回 10 月 31 日（火）12：30
「財団から見たロータリーの存在意義」
RID2630 Ｒ財団部門 副委員長 堀部哲夫様
◆開会点鐘
◆「それでこそロータリー」斉唱
◆会長挨拶
本日の卓話の方の紹介をさ
せて頂きます。地区ロータリー
財団部門、補助金小委員会、副
委員長、堀部哲夫様です。「財
団から見たロータリーの存在
意義」についてお話を頂きます。
後程、宜しくお願いします。
先週、安桜山遊歩道案内看板
の除幕式には雨天にもかかわ
らず多くの方に参加頂き有難う御座います。中農保育
園の園長先生や先生方そして善光寺の住職には、生憎
の天気でスケジュールが二転三転する中、
社会奉仕委
員会 加藤委員長、西田副委員長の適格な采配で無事
安桜山遊歩道案内看板除幕式も終了する事ができ有
難う御座いました。久しぶりに善光寺の戒壇めぐりさ
せて頂き、学生時代の初々しい思い出を、思い浮かべ
ることが出来ました。有難うございました。
さて、10 月 31 日は皆さんご存知なハロウィンです。
少し前までは日本ではハロウィンはそこまで大きな
イベントではありませんでした。しかし、ここ数年日
本でのハロウィンというイベントは大きくなりつつ
あります。そこで、ハロウィンの起源ですが、2 千年
以上昔ヨーロッパ、ケルト民族の宗教の一つにドゥル
イド教というものがありました。その儀式の一つのサ
ウィン祭が起源といわれています。
サウィン祭とは秋
の収穫を祝い、悪霊を追い払う祭りでした。その後ケ
ルト民族はカトリック系の民族に侵略されてしまい、
異教徒の習慣を根絶せず自分達の宗教に取り入
れました。カトリック教は、11 月 1 日は聖者の日と
定めていたため、前夜である 10 月 31 日を聖者の英語
hallow から halloween と言われるようになったそう
です。それがキリスト教の文化圏にだんだんと広がっ

ていき、時代を経て今のハロウィンになったそうです。
ちなみにハロウィンのシンボル、カボチャのお化けは、
ジャック・オー・ランタンというそうです。こうして
日本に入り若者が東京の渋谷などで仮装をし、大いに
賑わうイメージがあります。当然賑わうことは悪いこ
ととは思いません。むしろ栄えているようで、参加し
たい位に思いますが、翌日のニュースを見ていると、
交通ルールは守らない、ゴミの散乱している画面を見
ると、これは如何なものでしょうか。変装してわいわ
い騒いでいる人達のモラルが欠けているとしか思え
ません。楽しむ時には楽しむで、楽しんだ後はやるべ
きことをやるべきで、それができないのであればやら
ない方がいいと私は思います。ゴミの事で、もう少し
お話をさせて頂きます、若い頃、私は消防団に入団し
て居ましてその頃、日曜日家族団欒で居たとき、津保
川の堤防のボヤが 3 週位続いたことが有り出動要請
が有り消火をしていました。消防署の方が「また煙草
の火だな」と言っていました。折角の日曜日なのに、
と思いながら周りを見るといっぱい煙草の吸殻が落
ちていました。モラルに欠けるし、火事に成ることを
思わないのかと非常に腹立たしく思っていました。そ
の後、東海北陸道が開通し、関インター付近には煙草
の吸殻、空き缶、料金所の領収書などのゴミが散乱す
るようになりました。関インターと言えば関市の玄関
である所で、ゴミが散乱していることが非常に悲しい
と思い、自分たちで何か出来ないかと思い、少し自慢
話で恐縮ですが、毎月第一土曜日朝、一時間程度のゴ
ミ拾いをしています。近所の三和住設さん、数社の方
がやっています。何が言いたいかと言いますと自分の
家や会社の周りの清掃活動を社員の方やお友達に広
げていき関市が少しでも綺麗な街になればいいなと
思います。毎月第一土曜日「軒先運動」していきまし
ょう。
◆委員会報告
◎出席委員会
委員 奥村敏教
会員 51 名中
37 名出席
出席率 75.56％
◎ニコボックス委員会
委員長 西本理美
会長・副会長・幹事の皆さん・・・先日の安桜山除幕

式とお散歩会に多数のご出席をいただき誠にありが
とうございました。社会奉仕委員会の加藤照彦さん、
西田さん、園児を連れてきていただいた大岩さん、素
晴らしい事業になり感謝申し上げます。本日の卓話、
堀部哲夫さんよろしくお願い致します。
堀部哲夫さん・・・本日は、卓話をさせていただき
ます。うまく話せるかわかりませんが、よろしくお願
いします。
木村聡さん・・・堀部さん、卓話を快くお引き受け
いただき誠にありがとうございます。先日の財団セミ
ナーでは、颯爽としたお姿を拝見し、改めて「さすが
堀部さん」という感じでした。どうぞよろしくお願い
致します。
尾崎、長尾、酒井、林（昇）、林（隆）、杉浦、清水（公）、
長村、東谷、三輪、西本、臼田の皆さん・・・RID2630
ロータリー財団部門 副委員長 堀部哲夫様、本日は、
お忙しい中、卓話をお引き受けいただきありがとうご
ざいます。しっかり勉強させていただきます。
藤井淳さん・・・バースデーカードをありがとうご
ざいました。50 代最後の年になりました。
山田一成さん・・・妻のバースデーカードをいただ
きました。ありがとうございました。
岩本雅文さん・・・安桜山看板除幕式とお散歩会に
は仕事のため、参加できませんでしたが、大岩先生率
いる中濃保育園の園児の中に私の息子（5 歳）大和が
参加させていただきました。暗い中、大泣きをして、
笑いを誘ったようです。親子ともども気が小さいもの
ですから、皆さんにご迷惑をお掛けしたと思います。
また、除幕式のテープを持たせていただいたようであ
りがとうございました。
◆「財団から見たロータリーの存在意義」
RID2630 Ｒ財団部門 副委員長 堀部哲夫様
ロータリーに入会する動機の
75％以上は社会貢献がしたいと
言うものです。
「あなたの会社は
何か社会貢献をしていますか」
と問われた時、
『わが社は、社長
がロータリーに入って社会貢献
しています』と自信を持って答
えられるようにロータリー財団
の活動から見た社会貢献につい
てお話します。皆さんの入って
いるロータリーは、世界中で素
晴らしい社会貢献していると胸を張って頂きたい。ま
ず財団活動で最も世界的なものはポリオの撲滅でし
ょう。私たちの子供のころは学年に 1～2 人は小児ま
ひの人がいました。これがポリオです。日本では国が
ワクチンの接種をすることによりポリオは無くなり
ました。しかし、世界にはまだ多くの患者がいました。
このポリオ撲滅活動は 1981 年に東京麹町 RC が起こし
た事業がきっかけになっています。1985 年 RI がポリ
オプラス計画を発表しました。この影響を受けて
1988 年 WHO がポリオの撲滅を宣言し、ロータリーは
WHO、ユニセフ、各国政府と提携して活動していくこ
とになりました。ロータリーが WHO を動かしたのです。
そして、今現在もポリオの撲滅にはロータリーがその
先頭に立っています。ロータリーが活動を始める前は
世界中で毎年 110 万人の子供たちがポリオに感染し

ていました。それが、年間 100 名以下にまで減少しま
した。感染症で有る以上、世界のどこかに菌が残って
いればワクチンの接種を辞めると、また、何処で発症
するか分かりません。財団では最後の一人もなくなる
までポリオプラスは続けるつもりです。財団の活動で
是非もう一つ知っておいていただきたい活動は、平和
フェローシップです。ロータリーは、平和は「人」か
ら始まると考え、奨学金を通じて世界平和と紛争予防
の担い手となる人材を育て、平和推進者の世界ネット
ワークを築く活動です。グローバル補助金奨学生もそ
の一貫ですが、それとは別に、世界中から選ばれる最
高 100 名がロータリー平和センター提携大学で学び
ます。提携大学は世界に 6 つ有り日本の国際基督教大
学もその一つです。卒業後、国連や国際銀行などで活
躍しています。日本人では、緒方貞子さんがあまりに
も有名です。彼女は、日本のロータリー奨学生の女性
第 1 号でした。今年、中満泉さんが国連の女性ではト
ップとなる国連事務次官軍縮担当上級代表に就任し
ました。彼女もアメリカに留学したロータリー親善奨
学生です。岐阜北 RC の推薦で奨学生となった神山由
紀子さんもヨルダンの上級インタージェンシー調整
担当官として活躍しています。2630 地区では昨年と
本年度 2 年続けてグローバル補助金奨学生を出して
います。昨年出した丸一大輔君はコロンビア大学国際
公共政策大学院へ進学し、すでに国連の仕事で世界中
を飛び廻っているそうです。彼が国連の中枢で活躍す
る日が来ると思います。こうして、国連で活躍するロ
ータリー奨学生が多くいることは、国連において如何
にロータリーが認知されているか裏付けになると思
います。アメリカにチャリティーナビゲーターと言う
非営利団体の各付け機関が有ります。ロータリー財団
はこの各付け機関により最高評価の四つ星を 10 年連
続貰っています。これは、アメリカの慈善団体の２％
しかもらえない評価です。ロータリー財団の財務管理
能力と説明責任、透明性が高く評価されているそうで
す。このロータリー財団はロータリーメンバー一人ひ
とりにより支えられていることをご自覚ください。皆
さんがロータリアンで有ることにより財団が成立し、
国際貢献、社会貢献しているのです。ロータリアンで
有ることに胸を張ってください。
◆幹事報告
◎例会変更と休会通知
・美濃 RC・各務原 RC
◎例会終了後「臨時・理事、役員会」開催
◆11 月ゴルフ会
日時：11 月 8 日（水）10：09 スタート
場所：美濃関カントリークラブ
優勝：猿渡豊
準優勝：長尾一郎
次例会のご案内
11 月 21 日（火） 12：30
「ベトナム視察の報告」加藤浩二さん
「新会員スピーチ」 猿渡豊さん
担当：会長・幹事
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

例 会：毎週火曜日 12：30
例会場：岐阜県関市本町 6-20 大垣共立銀行関支店2F
事務局：岐阜県関市平和通 7-10-25 アメリア 2F

