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会長 中田 專太郎
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＜高山中央ロータリークラブ職業倫理基準＞
＜会長の時間＞

会長

中田

專太郎

政治色を取っ払えば、感動の平昌
オリンピックも終了しましたが、
今年は平年ですので、今月は 28
日迄です。
暦の修正のために 4 年に 1 度は閏
年（うるうどし）がありまして、
2 月は 29 日までとなります。
ところで、たまたま偶然にでしょうけど、この閏年は、や
はり 4 年に一度の夏季オリンピックと重なります。つまり、
オリンピックの年は閏年でもあるのです。
さて、2 月の次は 3 月。3 月 11 日といえば、大災害をもた
らした東日本大震災が起こった日です。あれは 2011 年の
出来事ですから、今年で 7 年目にあたります。
マグニチュード 9.0 の地震、それによる巨大津波で 1 万 5
千人を超える死者が出ました。
そして、さらに東京電力福島第一原子力発電所のメルトダ
ウンによる放射性物質の大規模な漏洩が始まりました。
あの時、放射性物質の脅威から多くの外国人や企業が、我
先にと日本脱出を図りました。公演中のイベントは中止に
なり、予約はキャンセルされ・・・。
事実 3.11 以降は、増加し始めた外国人観光客も商店街か
らぱったりと途絶え、これまでの賑わいが嘘のようになっ
てしまうという現象が随分長いこと続いたものです。
そんな大災害が発生したまさに当日、一人のアメリカ人シ
ンガーが日本の飛行場に到着しました。といっても予定の
成田空港は閉鎖されておりましたので、降り立つことが出
来たのは、米軍の横田基地だったということです。
これは喩えて言うならば、お盆や正月の大渋滞した帰省時
に、スキスキの反対車線を走るようなもの・・・、と言え
ば分かりやすいでしょうか？
彼女の名前はシンディ・ローパー。
彼女は到着した横田基地から慌ててとんぼ返りするので
はなく、被災直後の日本でも公演ツアーを予定通り行いま
した。そればかりではなく、公演をチャリティイベントに
し、自ら募金箱を設置して、支援の呼び掛けをしました。
実は、阪神淡路大震災でも彼女は被災者に寄付をしており
ます。

どうして彼女はそんなに親日家なのかといいますと、かつ
て下積みの時代、ニューヨークの街でくすぶっている時に、
日本食レストランの女性経営者に「うちで働きながら、頑
張りなさい」といって拾われ、
「そのうちに絶対成功する
から！」と言って何かと支援してくれたためだということ
です。
過去にそんな出逢いがあったればこそ、それほど積極的な
支援活動が出来るのかも知れません。
我々ロータリークラブも様々な寄付金の要請があります。
ただ漠然と支払うのでは、中々寄付の必要性や実感が伴わ
ないのではないでしょうか？なんのために寄付をして、そ
の寄付金はどのように用いられるのか？
それを実感することは、積極的な寄付活動を継続していく
ために必要なのではないでしょうか？
そのために我々の寄付が、補助金として大きく戻って来る
という実体験を味わうためにも、「グローバル補助金を用
いた」世界支援は進めるべきなのではないでしょうか？

＜幹事報告＞

幹事 谷口

◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
・表彰推薦の件
（クラブビルダー賞および意義ある業績賞）
・3 月ロータリーレートのお知らせ
1＄＝109 円
◎国際ロータリー第 2630 地区
ガバナーエレクト事務所より
・2018 年度地区研修協議会開催のご案内
日時：4 月 14 日（土）13:00 点鐘
会場：長良川国際会議場および岐阜都ホテル
登録料：10,000 円
〇高山ロータリークラブより
・例会変更のお知らせ
3 月 8 日（木）18：30～
アルティジャーノ
夜例会

欣也
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＜ロータリー財団委員会＞
委員長

＜ビデオを見ての感想＞
岡﨑

壮男

ポリオについて学ぶ
こんにちは、本日はロータリー財
団委員会の担当例会という事で、
昨年８月に続きポリオに関する
ことを理解して頂こうとＹｏｕ
Ｔｕｂｅで公開されたビデオを
見ていただきたいと考えました。
先ず始めに、ポリオ根絶への道（4
分バ－ジョン平成 27 年 9 月 24 日
公開）のビデオを見ていただき思い出してもらおうと思い
ます。次に、ポリオ流行への対応(平成 29 年 10 月 24 日公
開)のビデオにて概略を確認してもらい、その後、具体的
にポリオを克服したインド(平成 26 年 12 月 16 日公開)の
ビデオ、現在もポリオ発症例のあるパキスタンの現状視察
(平成 27 年 10 月 6 日公開)のビデオを見ていただきたいで
す。
最後に、誰かお一人に感想を一言述べて頂きたいと考えて
います。

前越 路子

ポリオの募金は、
何となくワクチン
代なんだと思っていましたが、
イン
ドでの活動を見ると様々なことが
必要なんだとわかり、
色々なところ
に使われていることがわかりまし
た。また、単純にワクチン接種だけ
すればよいのではなく、
公衆衛生の
教育から始めなければならないこ
ともわかりました。インドでの活動のビデオは、もっとた
くさんの方々に見てもらいたいです。あと少しのところに、
どれだけの努力と資金がいるのかがすごくよくわかりま
す。皆様、ご寄付のほどよろしくお願いいたします。

前越ロータリー財団副委員長、貴重な意見ありがとうござ
いました。
なお、日本においては、平成 24 年 9 月 1 日から生ポリオ
ワクチン(ポリオウィルスの病原性を弱めてつくったも
の)の定期予防接種は中止され、不活化ポリオワクチン(ポ
リオウィルスを不活化し(=殺し)、免疫つくるのに必要な
成分を取り出して病原性をなくしてつくったもの)の定期
接種が導入されたそうです。

＜ニコニコＢＯＸ＞
先日は妻の誕生日にお花をありがとうございました。
渡辺 甚一
今朝、クラブから誕生日祝いの花束が届きました。ありが
とうございました。その昔真っ赤なバラの花束をプレゼン
トされたことを懐かしく思い出しました。そこでひとつ詠
みます。『マドンナと もてはやされし時は過ぎ 断捨離
に悩む前期高齢者ぞ』
阿部 眞澄美
2 月は 2 回連続で欠席しましてどうもすみませんでした。
岡﨑 壮男

土曜・日曜と大学の同級生の教授退官記念パーティーの参
加で母校のある仙台へ行って参りました。恩師にも会えて
楽しいひと時を過ごしました。恩師と言っても殆ど亡くな
られていますが、80 歳で元気な様子で今でもたまに治療
されているとか。再会はおとなの特権だといいますが皆さ
んも長生きしてよい再会をたくさんして下さい。
鶯塚 英雄
久しぶりに出席させて頂きました。
本日、早退させてもらいます。

古橋

ひと実

西倉

良介

