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第９０１ 回 例会Ｎｏ．４０ 平成 ２６年５月８日（木） 晴

クラブフォーラム「ロータリー研修」

■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ 「君が代」「奉仕の理想」

■ 出席報告 会員４６名中３７名出席

■ 出席率

■ 修正出席率

■ スピーカー

■ ゲスト

８６.０５％   出席計算人数４３名

４月２４日  ９６.１９％

松尾雄二郎さん、藤田守彦さん

米山奨学生 全培糊さん

会長挨拶              

皆さんこんにちは、過ごしやすい季節になりました。先日

５月５日こどもの日は２４節気では立夏、夏のはじまりと

なります。

米山奨学生のジョン・べホさん、ようこそいらっしゃいまし

た。

本年度もあと２か月、今日は例会後次年度のクラブ・アッ

センブリーがあります、そして夜には次年度２０周年記

念の準備委員会があります。次年度に向かっての準備

も着々と進んでいます。

先ほどの理事会で岡山丸の内ロータリークラブとの友好

クラブ提携に向かって進めることが承認されました。次

年度の２０周年記念式典に花を添えることができ、いい

機会だと思います。６月には岡山丸の内ロータリークラ

ブに訪問をしたいと思います。

さて我が家では５月こどもの日には毎年飾るものが２つ

あります。１つは祖父（雅号 秀山）が書いてくれた、馬に

乗った鎧兜の武将の掛け軸です。戦時中のことで金の

絵の具が使えなかったということで少し地味ですが、当

時でしたので陸軍少将にお願いしての書 盡忠（じんち

ゅう、忠義を尽くす）を書いていただいたそうです。

祖父の残してくれた絵は従妹に描いた桃の節句の掛

け軸との２つのみで他は戦災で焼けて残っていません。

その母方の祖父は早く亡くなって、自分の記憶には全く

なく写真で知るのみですが、状態もよく大切に飾ってい

ます。

もう一つは子供が小さいとき撮った３人の写真です。富

士フイルムの懸賞に当たって全紙大（54ｃｍｘ40ｃｍ）に

大きく引き伸ばした写真で、下の子が前。縦に並んで２

人目、３人目が顔を左右に傾けた写真です。当時の写真

は色あせには強くなく、もうだいぶ薄くなってきていま

すので、最近は短期間のみ飾っています。

祖父の絵の武将も馬も、自分には心なしか優しい顔をし

ているように感じられます。絵も写真も、立派なものでは

ないのですが、家族にとっては大切なものです。

そして、ロータリーを続けられるのは家族の協力があっ

てのことですね。

５月の祝福
誕生日 結婚記念日

1 日 河原さん 25 日  横田茂樹さん

3 日 林昌義さんご夫人

4 日 林博樹さん

5 日 丘さんご夫人

11 日 松尾さん

13 日 佐藤さんご夫人

17 日 小菅さんご夫人

19 日 磯部さんご夫人

ニコＢＯＸ
大塚さん 昨年は弟が、モンゴル国の外国人に与える最

高位の勲章を頂き、家内が総務大臣表彰を受け皇居見

学に行きましたが、今年は夫婦で病院通いをしていま

す。眼科、循環器科、血液内科、消化器科、耳鼻科、脳外

科、神経内科と、夫婦で７つの科を回っています。

松尾さん 本日は卓話です。また、お誕生日のお祝いを

有難うございます。

藤田さん 卓話に参加致します。宜しくお願いします。

●本日のクラブフォーラムは「ロータリー研修」です。ロー

タリー研修委員長の松尾雄二郎さん、次年度の地区ロー

タリー研修委員の藤田守彦さん、よろしくお願い致しま

す。西川会長、加藤幹事、若原、磯部、矢野、岩田、田

中、長谷川、大附、渡邉、小菅、水野、成田、後藤、川原、

高山、横田、和田、亀井、堀江、立石、吉田（敬称略）

河原さん 今月は私の誕生月です。お祝いを有難うござ

います。

安藤さん いよいよ来週１５日からミッドランドで絵画展が

始まります。２度と見られない、ゴッホ・ミレー・ルノワール

などなど展示してありますので、是非見に来て下さい。

松本さん 立石博明さんを偲ぶ会にては、お世話になり

ました。

山﨑さん 大変ごぶさたをしていて申し訳ありません。皆



さんと花見も出来ず残念でした。今後もよろしくお願い致

します。

●春の健康感謝ニコニコ Day

森田、永井、大塚、田島、山﨑（敬称略）

本日合計 ７６，０００円

  

米山奨学金贈呈

米山奨学生の全培糊さんに奨学金５月分をお渡ししました。

クラブフォーラム「ロータリー研修」

ロータリー研修委員長 松尾雄二郎

ロンＤ. バートン ＲＩ会長メッセージ

（ROTARY JAPAN WEB より抜粋）

「ポリオ撲滅 そのゴールのために」

ロータリアンの皆さん、四半世紀以上も前のことになりますが、

私は、今はまさに「あと少し」のところにあるポリオ撲滅活動が、

まだ始まったばかりのころ、キャンペーンに参加したことがあり

ます。

当時、ポリオを撲滅するためにどのくらいの時間がかかるの

か、その過程でどれだけ多くの障害があるのか、知っている人

は一人もいませんでした。もし知っていたら、この挑戦を引き受

けることについて、どのように感じていたのかわかりません。

一つだけ確かなことは、この 29 年間の一日一日がとても価値

のある日々だったということです。これらの歳月を経たからこそ、

私たちは、何百万もの子どもたちを、ポリオによって手足が不

自由になるという脅威から救ってきたのです。これはかけがえ

のないことです。そして今、ポリオで手足がまひする子どもたち

がいない世界に、私たちはこれまでになく近づいています。

ゴールに近づくために……

ゴールまで長いレースでしたが、ゴールは目の前です。しか

し、私たちが前に進み続けなければ、そのゴールテープを切る

ことはできません。そして、世界中のあらゆる地域にいる一人

ひとりのロータリアンの支援があって初めて、達成されます。

まず私たちに必要なのは、皆さんの声、そして皆さんのアドボ

カシーです。10 月 24 日の世界ポリオデーに向けて考えてみて

ください。認識を喚起するために、皆さんの地区やクラブでは

何ができますか？ 政府関係者に手紙を書いたり、ポリオ撲滅

のための資金を集めるパーティーを開いたり、地元の学校との

イベントを計画することができます。もし、あなたが、あるいは

知り合いの方がポリオにまつわるストーリーを持っているのな

ら、それを www.endpolionow.org/stories に書き込んで、その知

識や経験を分かち合ってください。一番大切なことは、その勢

いを維持することです。ポリオとの闘いが重大な局面にあるこ

とを、皆さんの地域社会に、そして世界に広めていきましょう。

皆さんの支援を 2 倍にする

私は、皆さんに「End Polio Now：歴史に 1 ページを刻もう」キャ

ンペーンが順調に進んでいることを報告できることをうれしく思

います。ロータリーとビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団が新た

な合意文書を交わし、それに基づき 1 月に 7,000 万ドルを受け

取りました。さらに 4 年間（2018 年 6 月末まで）、この合意は継

続し、その間ゲイツ財団は、年間 3,500 万ドルを上限として、ロ

ータリーがポリオ撲滅に寄付した額の 2 倍の額をマッチングす

ることになっています。この機会を最大限に生かして、皆さんの

できる支援をしてくださるよう奨励しています。私は、私たちは

共に、ポリオ撲滅を実践することができ、世界を永遠に変えると

確信しています。

ハイライトよねやま（170号より抜粋）

●春の叙勲 ― 台湾の学友が旭日中綬章 ―

平成 26 年春の外国人叙勲で、台湾で“エビ養殖の父”として

知られる 米山学友、廖一久さん（1965-68／田原ＲＣ）が、旭日

中綬章を受章 されました。

廖さんは日本留学中、東京大学で水産学を研究し、帰国後は台

湾の 水産試験所の研究員として、世界に先駆けてブラックタイ

ガーエビの 養殖を成功させるなど、台湾のみならず世界の養

殖業に多大な影響 を与えました。 2012 年には世界水産養殖

同盟（Global Aquaculture Alliance）による GOAL（Global Outlook 

for Aquaculture Leadership）2012 大会で 終身功績賞を受賞、ま

た、2009 年には台湾で最も権威のある科学賞、 第 5 回総統科

学賞を受賞しています。

【廖一久さんからの喜びのコメント】

4 月 29 日、岸田文雄外務大臣より「旭日中綬章」を授与いたす

旨の 祝電を頂きました。身にあまる、望外な名誉で恐縮してお

ります。 私が長年研究して参りました魚介類、とりわけエビ類

の養殖技術 開発研究とその学術交流が、日台間の関係に貢

献したことが評価 されて今回の受章となりました。

これは皆様から頂いたご支援とご鞭撻、特に、私の留学生時代

に 頂きました米山奨学金に負うところが大変大きいと思います。

心より厚く感謝致します。今回の叙勲の名誉を汚すことのない

ように、 心を引き締めて精進する所存です。

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

◎5 月 15 日（金）第 902 回例会 「会員卓話」 立石ゆかりさん

◎5 月 22 日（金）第 903 回例会  例会変更

  「親睦夜間友愛例会」 18：30～ 名古屋クレストンホテル

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


