
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 
2021 年 10 月 27 日 (水) 

通算第 2987 回例会 

本年度 第 13 回  

場所 瀬戸商工会議所 

例会次第 
・開会点鐘 

・「我等の生業」 

・出席状況 

・会長挨拶 

・行事  

・誕生日・結婚記念日祝福 

・報告事項 

・委員会報告/その他の報告 

・卓話   

   愛日緑化造園株式会社  

代表取締役 加藤滋様  

「森と暮らす庭づくり」 
 

第２９８６回例会 会長挨拶 鈴木政成君 
 

２０２１年１０月２７日発行  第２８０６号    

瀬戸ロータリークラブ会報 
２０２１～２０２２ ＲＩ.２７６０地区 

前回例会 記録 
2021 年 10 月 20 日 第 2986 回例会 

・場所 瀬戸商工会議所 

・出席報告 54 名中  36 名 

出席率   66.66％ 

 

・本人誕生日  

加藤唐三郎君  加藤恵子君 

金谷康正君   

・ご夫人誕生日 

   加藤光哉君ご夫人恭子様 

 

・卓話        

地区ポリオプラス/職業研修チーム

委員長 青山貴彦君 

「ロータリー財団プログラムについて」 

皆さんこんにちは。本日は 2986 回の例会、

本年度 12 回目の例会でございます。 
始めに、本日のゲストでございますが、瀬戸ク

ラブのメンバー、地区ポリオプラス/職業研修チ

ーム委員長 としてご出向して頂いております 

青山貴彦君に卓話を頂戴いたします。宜しくお

願い致します。11 月はロータリー財団月間で

ありまして、瀬戸クラブも財団からの卓話者の

派遣を希望していましたが、是非、青山委員長

をということで、本日実現いたしました。青山君

のご担当のポリオプラスのことを言いますと、次

の日曜日 10 月 24 日が世界ポリオデーにあた

ります。我々も会員として、ポリオプラスに地区

の方からは 30 ドル以上の寄付を言われており

ますので、今年 35 ドルの寄付をしております。

WFF を通じてポリオの寄付を集めますが、当ク

ラブに委員長がいらっしゃるので、我々もポリ

オ基金に寄付をさせて頂きたいということで、

後程、ポリオ撲滅募金の募金箱を回させてい

ただきますので、ご協力をお願い致します。詳

しい事は、青山君から宜しくお願い致します。 
本日、ご報告する件と致しまして、先日、会長ノ

ミニー次年度副会長指名委員会の案件を、10
月の理事会の審議事項で、メンバーの承認を

瀬戸クラブ理事役員選考規定に則って進め承

認を頂きました。そのメンバーを紹介させて頂

きます。私、現会長鈴木政成 パスト会長から

2 名という事で、加藤眞言君、加藤令吉君、直

前会長松村晋也君、会長エレクト牧治君、パス

ト理事 2 名、井上伸也君、小林稔君、この 7 名

にお願い致しました。今日、ここで皆さんに発

表させて頂いた後、書面にて、全員に再度ご

通知申し上げます。その後十分な配慮をしまし

て、指名委員会を開催させていただく予定で

おりますので宜しくお願い致します。もう一つの

報告といたしまして、先日ここで卓話をしていた

だきました、こども未来課長磯村玲子さんの瀬

戸市こどもの今・未来応援基金に、今月 12 日

に 25 万円の寄付をさせていただきました。瀬

戸北ロータリーも同じ考えを持ってみえると

いうことで、同日、一緒に瀬戸市長にお渡し

致しました。その時の感謝状が届いておりま

す。 
そして、我々瀬戸ロータリークラブは、瀬戸

市こどもの今・未来応援基金に寄付をしたこ

とで、子供、若者のサポーターであると、サ

ポーター賞もいただきました。 
次に 10 月の米山月間の話をしたいと思いま

す。先週は タイ・リンさんが見えており、本

来なら今月卓話を頂くところですが、9 月に

例会が出来なかったことで、調整が前後い

たしまして タイ・リンさんの卓話は 12 月で

予定しております。この米山というのは、皆さ

んご承知の様に、我々も毎年、地区に 5 千

円の普通寄付をして、そして、何名かの方に

米山功労者として 10 万円の寄付をお願い

して、瀬戸クラブも貢献しております。世話ク

ラブとして、この 10 年で 7 名の奨学生の受

入れをいたしました。これは非常に大きなこ

とであると私も思っております。 
青山稔君が、地区の米山記念奨学委員会

に 2012 年から委員として 5 年間、2017 年か

ら副委員長として 4 年間ご出向していただ

いた成果だと思います。瀬戸クラブの米山

奨学生の成果を、今後いかにして継続さ

せ、発展させていくかということが一つの課

題でもあります。 
瀬戸ロータリークラブの財産として、今後、ロ

ータリーファミリーとして、どう位置付けていく

か、瀬戸クラブの更なる価値として、どう発展

させていくのかということを戦略委員会にお

願いをして、今年度色々ご検討いただくこと

になっております。今日、第 1 回目の戦略

委員会が行われるのですが、この結果をも

って、皆さんからの意見を頂戴する機会があ

ろうかと思いますので宜しくお願い致しま

す。ありがとうございました。 
 

例会予定 
 

11 月 3 日（水） 
法定休日 

 

11 月 10 日（水） 
コンシェルジュ PLUS 

代表 大谷小枝子様 

 演題未定 
 

11 月 17 日（水） 
瀬戸労働基準監督署  

署長 浅井文彦様 

 演題未定 
 

11 月 24 日（水） 
休会（祝日のある週）  

 

 



 

  地区ポリオプラス/職業研修チーム委員長 

青山貴彦君 

「ロータリー財団プログラムについて」 
 

 
 

皆さん、こんにちは。地区ロータリー財団ポリオプラス/職業研

修チーム委員長として出向しております青山です。よろしくお願

いします。来月が財団月間で、このところ卓話をさせていただき

財団のプログラムの説明をさせていただいておりますが、本日は

細かいプログラムではなく、3 つのテーマに絞ってお話をさせて

いただきます。 

 1900 年代初頭の、つまりロータリーが生まれた頃のシカゴの写

真です。雑踏の様子が見られます。多くの車や人が活気に溢れ

ています。高層ビルも建っています。シカゴは現在でも建築の博

覧会と呼ばれ、建築の勉強に来られる方も多い場所です。上に

陸橋のようなものが見えますが、これはループで、シカゴでは

1897 年から高架下に走らせており、現在でも市民の足として使わ

れています。 

ロータリーの生まれた 1900 年代前後の話をひも解いていきたい

と思います。シカゴは古くから五大湖からミシシッピへ繋がる水運

の拠点として発展しました。1890 年代に入ると、大陸横断鉄道の

開設によって更に急激に発展していきます。同時に多くの人が移

り住んできて、当時のシカゴの人口の 8 割が海外からの移民であ

ったそうです。シカゴは東部、西部或いは南の方から色々な人が

移り住み、非常に様々な人が行き交う賑やかな場所であったそう

です。実際 1960 年代まではアメリカ第 2 の都市でした。そして

西、東へ一獲千金を目指す人で商業道徳が乱れていきます。正

直者が損をする金儲け第一の精神が蔓延してまいりました。そし

て 1920 年代、禁酒法の影響などでアルカポネに代表されるよう

なギャングが暗躍するような町になりました。このような混沌とした

社会情勢の中で、ビジネスマンにとって信じられる仲間、取引相

手といったことが必要となってきます。そこで、仲間、互助会的な

組織が作られていきます。ポール・ハリスの呼びかけで始まった

のが、ロータリークラブのようなもので、他にも多数存在していたよ

うです。ではその中でロータリーだけが生き残ったのか、しかも今

日のような発展をしたのでしょうか。一言で言うと、社会との接点を

持ったから、ということになります。英語ではサービスと表現されて

いますが、日本語では奉仕と訳されています。自分たちの持つ専

門的知識、経験や幅広い人脈などを利用して活用し、よりよい社

会作りに役立てるというのがサービス、奉仕の原点です。 

 ロータリー発足当時の逸話を一つご紹介します。ロータリーが

発足して約 1 年後の 1906 年 4 月にポール・ハリスは特許弁理士

のドナルド・カーターさんという方を入会に誘います。このカータ

ーさんはこの誘いを断ります。その理由というのが、職業を持って

社会で生活している以上、職業を通じて社会に貢献することが、

自分が存在する証になるのであって、自分たちだけの利益に拘

って、社会的に何もしない団体には将来性も魅力もないと断りま

す。しかし、ポールはそこで落胆せず、逆に以前から会員間の

互恵親睦のみに終始することに限界を感じており、このことを

きっかけに定款の改定に踏み切り、再度、クラブへの入会を促

しました。これがシカゴロータリークラブの定款第 3 条のシカゴ

市の最大の利益を優先、推進し、シカゴ市民としての誇りと忠

誠心を市民の間に広めるというものです。このことにより、ロー

タリーはその長い奉仕活動の扉を開いた、と言っても過言では

ありません。 

 ロータリーの象徴的な奉仕事業は 1910 年に市役所と公立

図書館に設置された二つの公衆トイレです。よりよい社会のた

めを目的としたロータリーの活動、奉仕活動のスタートであり、

ロータリーと社会の接点の始まりでもありました。サービスつまり

奉仕を通して社会との接点を重視していったロータリークラブ

でしたが、その後、社会情勢の変遷にも生き残って更に大きく

拡大し発展してまいりました。一方、組織内の相互扶助、互恵

関係のみを重視したグループは、その後の社会情勢の変化の

中で次第に衰退し徐々に消滅の道を歩んでいきました。そし

てロータリーの奉仕活動の資金面、これを支えてきたのがロー

タリー財団でありました。ロータリー財団は 100 年の歴史を持

つわけですが、そのロータリー財団のプログラムの中でも色々

変遷を経てきております。その一つが 13、14 年度からスタート

した未来の夢計画というものです。特徴を一言で言うと、ロータ

リー財団本部が主導のプロジェクトであったものを個々のロー

タリアン主導のプロジェクトに切り替えていったものです。つま

りロータリアンが自ら事業を計画し、自らの事業に寄付金を使

えるようになりました。そして地区補助金、グローバル補助金と

呼ばれるものが使えるようになり、多くのロータリアンが奉仕事

業に参加できるように意図された改革であったわけです。 

 イメージで言いますと、ロータリー財団の本部が主導して、世

界全体をカバーしたのが未来の夢計画以前のものでしたが、

これを各ロータリアンの寄付金が自ら使えるという方向となりま

した。ただ使い方を RI はゾーン分けで考えているようです。ヨ

ーロッパの先進国はなるべくアフリカ地域に事業展開を、東ア

ジア、東南アジア、日本を含めた先進国は東南アジア、南アジ

アに、北アメリカは南アメリカ、中米に資金を注いでください、と

いった形で事業が展開されているということです。 

 ここで活動の源となる財団についてお話させていただきま

す。地区に年次金 150 ドルプラス基金 30 ドルを目標として呼

びかけております。これは日本共通の目標であるわけです。ち

なみに瀬戸ロータリーの寄付実績は今年半分ですが、ポリオ

プラス基金としまして 35 ドル、更に会長より先程、もうひと踏ん

張りしていただけるということで、大変感謝しております。毎年、

瀬戸クラブでは 150 ドル以上入れていただいております。ま

た、寄付額は世界的に見ると、日本が徐々に遅れをとっている

という現実が出てきます。寄付額は 2 年程前までは、日本はア

メリカに次いで 2 位だったのですが、昨年は韓国、インドに抜

かれまして 4 位になりました。そして、一人当たりの寄付額は

197 ドルで、出している方ではありますが、韓国はその 2 倍弱

の 378 ドル、台湾は 2.2 倍の 436 ドルになっております。寄付

金の使われ方は支出計 3 億 4 千 200 万ドル、約 400 億円で

皆さんの寄付の 91％が奉仕関連に使われています。その内

の 42％がポリオ根絶事業に使われています。次にグローバル

補助金事業に 26.5％、さらに地区の補助金事業に 9.4％が使

われています。決して無駄に使われているわけでなく、非常に

有意義な使われ方をしており、グローバルと地区は戻ってくる

お金ですので、しっかり我々が事業計画を立てて、事業を遂

行すれば、我々の手元に戻ってきます。 

 ロータリー財団のモットーは Doing Good in the World 世界

でよいことをしよう 社会のニーズに応えるために財団のプログ

卓 話 
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ニコボックス報告 
2021 年 10 月 20 日例会 
青山貴彦君の卓話を楽しみにしています。地区での活躍を期

待しています。会長 鈴木政成、幹事 松本哲也 

水野和郎さん、瀬戸市公益功労表彰を受賞され誠におめでと

うございます。会長 鈴木政成、幹事 松本哲也 

お誕生日をお祝いしていただきありがとうございます。とうとう

古希です。加藤恵子 

誕生日をお祝い頂きありがとうございます。73 才になってしま

いました。加藤唐三郎 

誕生日をお祝い頂きありがとうございます。10 万キロ走行車と

同じ様にガタもでてきましたが、これからもよろしくお願いしま

す。金谷康正 

妻の誕生日をお祝いしていただき有難く感謝申し上げます。

加藤光哉 

本日卓話をさせていただきます。よろしくお願いします。青山

貴彦 

地区ポリオプラス/職業研修チーム委員会 青山貴彦委員長、

本日はご多忙のところ本当にありがとうございます。そしてめち

ゃくちゃ楽しみにしてます。よろしくお願いします。プログラム委

員長 高橋信郎 

早退します。青山先生のお話しが聞けず残念です。近藤三博 

先日、交通違反でキップを切られて、今日、反則金 9,000 円

払ってきました。反省を込めてニコボックスに 1,000 円出して、

ちょうど 1 万円の出費にしておきます。まいったなあ……。江

坂正光 

地区ポリオプラス/職業研修チーム委員長 青山貴彦君の卓

話を楽しみにしています！ 

青山稔、井上博、江坂正光、大竹一義、刑部祐介、梶野輝

雄、加藤一夫、加藤克己、加藤克己(2021)、加藤捷、加藤唐

三郎、加藤眞言、加藤光哉、加藤陽一、加藤令吉、金谷康

正、小池芳樹、小林稔、鈴木伸、鈴木光彦、高橋信郎、玉井

徹、戸田由久、牧オサム、松村晋也、山本英雄 

水野和郎君の瀬戸市公益功労表彰をお祝いして 

青山稔、江坂正光、大竹一義、刑部祐介、梶野輝雄、加藤一

夫、加藤克己(2021)、加藤捷、加藤唐三郎、加藤眞言、加藤

光哉、加藤陽一、加藤令吉、金谷康正、小池芳樹、小林稔、

近藤三博、鈴木伸、鈴木光彦、高橋信郎、玉井徹、牧オサム、

松村晋也、山本英雄 

卓 話 
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ラムをどんどんご活用していただきたいと思います。 

 次に 2 番目の話、VTT です。このコロナ禍であまり動いていな

いのですが、専門家チームを海外に派遣して研修を行う、専門

家チームを国内に招聘して研修を行っていただく社会奉仕事

業であって、グローバル補助金を使う事業になります。過去 6 年

の VTT の事業は、インドネシアの院内感染予防を皮切りにフィ

リピンの腹腔鏡指導、ネパールの疾病予防と治療、マレーシア

の院内感染の予防管理とずっと医療関係が続いてきましたが、

19、20 年にシャインマスカットの育成栽培事業を指導するといっ

た地域経済の発展を重点分野に入れていただいてやった事業

でした。本来であれば 20、21 年度はルソン島に行きまして腹腔

鏡技術の指導などをさせていただく予定でしたが、コロナ禍で

中止となり、来年以降に期待しています。 

 3 つ目がエンドポリオです。日本はこの活動には関連があっ

て、1978 年に東京で行われた国際ロータリー大会です。4 万人

の登録者で大いに賑わったそうです。当時の会長が、健康の向

上、飢餓の撲滅、人と社会の発展の 3H プログラムを提唱されま

した。補助金事業の第 1 号が 1979 年にフィリピンで行われまし

たポリオワクチンの一斉投与で 600 万人の子どもたちに投与さ

れ、その効果は大いに評価され、1985 年に最優先プログラムに

採択されました。1988 年に WHO やユニセフとともに世界ポリオ

根絶推進活動 GPEI がスタートしました。当時、世界中で 30 万

人の子どもがポリオを発症させており、ポリオ根絶は夢のまた夢

だったそうですが、多くの方の地道な努力で発症国は着実に減

少して、昨年はナイジェリアで根絶宣言が出され、アフリカ全土

で消滅いたしました。今はパキスタンとアフガニスタンの 2 か国

のみとなっています。ただ新型コロナの感染対策が原因なの

か、パキスタンもアフガニスタンもそれぞれ 1 例ずつにとどまっ

ています。あと少しのところまできているように思います。ここ数

年はパキスタンとアフガニスタンの国境沿いが発症源で、山岳

に住む部族が国境と無関係に行き来し、ワクチン投与から漏れ

ていることがありました。それを食い止めるために、ロータリーは

国境地域を行き来している子どもたちを捕まえてワクチンを投与

しました。コロナほどではありませんがコールドチェーン、冷蔵庫

並みの温度で接種場所まで持っていかなかくてはならない、そし

て理解の乏しいお父さんたちへの啓蒙活動、こういったことにも力

を注いでいます。現在でもこういった地道な努力が日々続けられ

ています。気になるのはタリバン政権下のアフガニスタンですが、

タリバンは当初は指定された接種場所は認め、戸別訪問の接種

は認めないというスタンスでしたが、それがこの 9 月からは個別接

種していいことになりました。それによって今出ている統計の数も

あながち間違っていないように思います。ポリオ根絶まであとわず

かだと思います。 

 ここでアフガニスタン、タリバン政権の前のですが、動画がありま

すのでご紹介いたします。どのように取り組んでおられるかの紹介

です。 

 今年度はポリオプラスの活動として、ポリオマークを配したエコバ

ッグの作成を今、行っているところです。これはガバナー名でまた

皆様にご連絡があると思いますが、その節はご協力をお願いしま

す。ポリオ根絶まであと少しのところまで来ていると思っておりま

す。ポリオ寄付のご協力をお願します。本日はご清聴ありがとうご

ざいました。 

 

 
 

 

 


