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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    ((((2013 年年年年 2 月月月月 8 日日日日))))    第第第第 2911 回例会回例会回例会回例会 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：梶浦興蔵君梶浦興蔵君梶浦興蔵君梶浦興蔵君        講講講講        師師師師：：：：名古屋大学名古屋大学名古屋大学名古屋大学    大学院生大学院生大学院生大学院生    野内野内野内野内シーザーシーザーシーザーシーザー良郎氏良郎氏良郎氏良郎氏    演演演演        題題題題：「：「：「：「日本日本日本日本ととととペルーペルーペルーペルーのののの交流交流交流交流についてについてについてについて」」」」     先先先先回回回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 2910 回回回回 ’’’’13 年年年年 2 月月月月 1 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：：：：国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長    大河内勝彦君大河内勝彦君大河内勝彦君大河内勝彦君    講講講講        師師師師：：：：地区国際奉仕委員長地区国際奉仕委員長地区国際奉仕委員長地区国際奉仕委員長    佐藤文昭君佐藤文昭君佐藤文昭君佐藤文昭君    演演演演        題題題題：「：「：「：「世界世界世界世界のののの子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち    飢餓飢餓飢餓飢餓とととと貧困貧困貧困貧困」」」」 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    「四つのテスト」   ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー 鈴木吉男君 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数  71 名    1 月 11 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  21 名     欠 席 会欠 席 会欠 席 会欠 席 会 員員員員    13 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  64 名     MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員     7 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  90．14%    訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率  97．01% 超 過 出超 過 出超 過 出超 過 出 席席席席    篠田廣君、滝川林一君、稲垣宏高君、鈴木吉男君、前田昭生君、矢田潔君、寺田晏章君、小林啓子君、生田達一君、伊藤哲朗君、堀田力男君、加藤隆朗君、浅井彦治君、住田正幸君、片岡鉄君（第 7回役員理事委員長会議） 
 会長会長会長会長挨拶挨拶挨拶挨拶  篠田廣会長篠田廣会長篠田廣会長篠田廣会長    皆さん、こんにちは。アッという間に新年も１か月が経ちました。こんなスピードで人間はトシをとっているのかと実感しております。“冬きたりなば、春遠からじ”で、あとひと月もたてば春の桜が見えて参ります。寒い中、皆さん如何お過ごしでしょうか。 安倍首相になって、政治経済がめまぐるしく変化しています。政治においては憲法改正が表明されました。戦後間もなく発布された憲法が 70年近くたった現在では、矛盾している部分があると思いますが、簡単に憲法が改正できるとなると、他

の部分も直したくなって、将来間違った方向へいくんじゃないかと心配になります。 経済改革もアベノミクスと言われ、日銀に圧力をかけて、金融緩和により円安を導いて株高になりました。この 3 か月の間に日経平均は 3 年ぶりに 1 万 1 千円を超えましたが、あまりの速さにまた急落するのではないかと心配になります。経済学者の多くは、アベノミクスの今回の経済政策がもし失敗に終わったら、日本経済はどん底に落ちて、何十年も立ち上がれないだろうと予測しています。 現在、日本の人口はどんどん減少しており、30年先には今の 2／3 程の人口になるだろうと言われております。人口が減れば、それだけ生産能力が低下します。日本の歴史から明らかなように、増税して国が豊かになった時代はありません。政府はわかっていてもするということは、よほどお金に困っているということでしょう。日本が間違った方向へいかないことを願って、挨拶を終わります。     幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告        稲垣宏高幹事稲垣宏高幹事稲垣宏高幹事稲垣宏高幹事    1. 本日例会終了後、役員理事委員長会議がございます。 2. 2 月 2日(土)の地区ＲＬＩに、篠田会長にご出席頂きます。 3. 2 月 6日(水)、第 4回地区識字率向上委員会に鈴木地区委員長に出席頂きます。 4. 2 月 7日(木)の第 4回地区未来委員会に鈴木地区未来委員に出席頂きます。 5. 本日、西尾張分区ＩＭのご案内をお配りしました。 6. 本日、『抜粋のつづり その七十二』と『ロータリーの友』2 月号をお配りしました。 7. 次回 3分間スピーチは堀田力男君です。 以上です、よろしくお願いいたします。  
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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 2910291029102910 回回回回    幅辰雄幅辰雄幅辰雄幅辰雄ニコニコニコニコボックスボックスボックスボックス副副副副委員委員委員委員長長長長    佐藤文昭地区国際奉仕委員長（愛知長久手ＲＣ）本日卓話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 篠田廣会長、滝川林一副会長、稲垣宏高幹事 ①地区国際奉仕委員長の佐藤文昭さんをお迎えして。②本日もよろしくお願いします。 浅井彦治君 ①ゴルフ部会で見事優勝しました。②ウィークリーに写真が載りまして。 高木輝和君 ①岐阜県関市に新店舗オープン致しました。②地区国際奉仕委員長佐藤文昭さんをお迎えして。 服部昭三君 ①2 月 11 日の建国記念日に 85 歳になります。誕生祝いをありがとうございます。②河西先生にお世話になりました。 大河内勝彦君 ①本日で禁煙 1ヶ月になりました。②本日卓話を担当いたします。③佐藤地区国際奉仕委員長をお迎えして。 根崎健一君 3分間スピーチを担当致します。 宇佐美三郎君 当クラブから崇敬会に 100 万円寄付していただき、ありがとうございました。 伊藤祥文君 国の文化財保存事業、会計検査が無事終了しました。 鈴木吉男君 佐藤地区国際奉仕委員長ご苦労様です。津島ＲＣのメンバーのご指導を宜しくお願い致します。 寺島淳一君、水野憲雄君 地区国際奉仕委員長 佐藤文昭様をお迎えして。 加藤泰一郎君 1 月は 3 回連続で欠席しました。今月は写真当番です。皆様スマイルでお願いします。 相羽あつ子君 加藤則之さんに失礼致しました。 伊藤幸蔵君、伊藤哲朗君 ニコボックスを応援します。 片岡鉄君、幅辰雄君 ウィークリーに写真が載りまして。 田中正明君、猪飼充利君、中野義光君、八谷潤一君、浅井賢次君、城正憲君、堀田力男君、日比一昭君、佐藤栄一君、八木秀雄君、佐藤敬治君 その他。             根崎健一根崎健一根崎健一根崎健一君君君君    ロータリー生活 32 年間の活動の中には、いろいろ多くの思い出があります。中でも忘れられないのは、かつて国際奉仕委員会のころのこと、淡水ロータリークラブからの要請で中学

校に卓球台を寄贈してほしいというので、それを実行しました。それが地元の新聞に掲載されるくらい古いことです。 その計画の中で、もう１ヶ所名古屋空港から直行便で飛べる外国クラブと提携ができないものだろうかといったお話が出まして、シンガポールにしようということになりました。クィンズタウンロータリークラブとコンタクトをとっていただいて親睦会を開催し、翌日チャンギ空港から台湾に向かって中華航空で飛び立ちました。水平飛行になった直後に異常音がしたのですが、機内アナウンスが中国語だけでわけがわからずにいたところ、少し経って、エンジンが 1基故障したので、片肺飛行で燃料を放出し、機体を軽くしてもう一度チャンギ空港へ引き返すといった状況がわかりました。そして１時間半ほど燃料を放出してから、無事に空港へ着陸しました。シンガポール航空をチャーターしてくれると思いましたが、空港で約７時間ほど台湾からの代替機を待たされ、なんとか無事台湾に着き、淡水クラブの約束事を果たすことができました。ご同行していただいた多くの皆様には大変ご心配をおかけしましたが、命拾いをしたということがありました。 
 卓卓卓卓    話話話話    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長    大河内勝彦君大河内勝彦君大河内勝彦君大河内勝彦君    講講講講        師師師師：：：：地区国際奉仕委員長地区国際奉仕委員長地区国際奉仕委員長地区国際奉仕委員長    佐藤文昭君佐藤文昭君佐藤文昭君佐藤文昭君    演演演演        題題題題：「：「：「：「世界世界世界世界のののの子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち    飢餓飢餓飢餓飢餓とととと貧困貧困貧困貧困」」」」                                    【国際奉仕はロータリーの第 4奉仕部門】 １. ロータリアンが国際理解、親善、平和を推進するために実施できることすべてから成る ２. その方法は ・他国の人々、他国の文化、慣習、業績、抱負問題を知ること ・外国旅行や国際大会出席による個人交流 ・他国の書物の読書やロータリアンとの文通、報道を聞くこと 
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・他国の人々の役に立つクラブの活動やプロジェクトすべてに協力すること  【国際奉仕は四つの一般的分野に分類できる】 ・世界社会奉仕プログラム ・国際レベルの教育及び文化交流活動 ・特別月間と催し ・国際的な会合  地球地球地球地球のののの子子子子どもたちをどもたちをどもたちをどもたちを考考考考えるえるえるえる    世界の 5人に 1人は「貧困」です。 国連では、人が最低限の生活するのに必要な金額を 1 日 1 ドルとし、1 日 1 ドル以下で暮らすことを「貧困」とよんでいる。 ○2005年データ 1日 1ドル未満で生活する人はおよそ12億人、世界の 5人に 1人の割合  開発途上国と後発開発途上国 世界にはおよそ 200 の国があり、先進工業国といわれる国はわずか 31カ国。それ以外の国は経済や工業、技術の発展が遅れ、戦争や紛争など政治的に不安定な状態にある。このような国を「開発途上国」と呼んでいる。世界の人口の実に 80％を超える人、約 50億人以上の人が開発途上国で暮らしている。  開発途上国の中で特に貧しく開発の遅れた国を「後発開発途上国」という。世界に 49カ国、その半数以上がアフリカにある。  児童労働（家計を支える子供達） 世界にはおよそ 22億人の子供がおり、開発途上国や後発開発途上国では約 10 億人を超える子供達が貧困に苦しんでいる。子供達は学校にも行けず毎日の食糧を手に入れるために働いている。 ・瓶や缶などのごみを拾ってお金に換える ・金持ちの家で掃除や畑仕事をしてお金をもらう ・大人に騙されて無理やり働かされたり、危険な仕事を押し付けられたりしている子供もいる 生活のために、働いてお金をもらっている子供は世界におよそ 2億 5000 万人いるといわれる。  「貧困」と「飢餓」に苦しむ子供達 貧困に苦しむ 12億人のうち、食べる物もなく、栄養不足になっている人は 8億人で、この状態を「飢餓」と言う。 ・5歳未満の 2億人の子供が飢餓に苦しんでいる ・アフリカのサハラ砂漠より南の国では 5 歳未満の子供の 3 人に 1 人、インド、バングラデシュなど南アジア地域では 2人に 1人栄養不足 世界では毎年1100万人の子供が5歳まで生きられず亡くなっている。その約半数が栄養不足が原因だといわれている。 

                  人身売買（売られていく子供達） 安い働き手として子供が売り買いされることは、今でも世界各地区で行われ、毎年 70 万～400 万人の子供がお金で売買されている。（そのうち 18 歳未満の子供は 120 万人といわれている） 騙されたり、無理やり連れ去られることもあるが、多くは貧しい暮らしを少しでもよくしようと、家族も了解したうえでお金と引き換えに働きに行く。売られていった子供達は、物乞いや工場労働など苦しい仕事を与えられ、時には暴力や犯罪に利用されることもある。女の子の場合、主な目的はメイドか売春、男の子場合は戦場に連れて行かれ兵士にさせられたり、肝臓や腎臓などの内臓を取り出して売買するという危険な取引に利用されることもある。 東ヨーロッパのウクライナでは貧困に苦しむ8000 人の子供が他国に売られていったが、4500人は行方不明のまま。アジアでもっとも被害が多いのはカンボジアで、毎月 400～800 人の子供が国外に売られている。           ストリートチルドレン 親や住む家をなくし、路上で暮らす子供達は世界に 1億人以上いる。 ・家にいても貧しくて食べる物がないため出た子供達 
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次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2912 回回回回    ’’’’13 年年年年 2 月月月月 15 日日日日（（（（金金金金））））    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：後藤後藤後藤後藤    務君務君務君務君        演演演演        題題題題：「：「：「：「初初初初めてのめてのめてのめての海外工場海外工場海外工場海外工場からからからから 20202020 年年年年」」」」

・人身売買で働かされていた場所を逃げ出した 子供 ・親の暴力や虐待から逃れて家を捨てた子供 ・紛争などで生活の場を奪われた子供 路上で暮らす子供たちは①マンホールや橋の下、   ②公園や駅、③空き家などで仲間を見つけ一緒に暮らし、日雇いや物売りで、その日暮らしをしている。 栄養不足や不衛生な生活で病気になっても医者にかかるお金はなく、路上で物売りをして事故にあったり、暴力や性的虐待を受けることもある。 つらい生活を忘れたくてシンナーや麻薬に手を出したりする子供もたくさんいる。  難 民（最貧の暮らしを強いられる人々） 戦争や紛争、災害によって住み慣れた土地をのがれていった人のことを「難民」という。国内で避難生活をしている人は「国内避難民」と呼んでいる。1994 年 4 月 6 日、アフリカのルワンダで部族間の戦闘がはじまり、それから 24 時間のうちに、25 万人の難民が東隣の国タンザニアに流れ込み、史上最大規模のもっとも急激な難民流出だった。 同じ年の 7 月には 150 万人のルワンダ難民が西隣のコンゴ共和国に逃れている。 イラク戦争をはじめとしてアフリカ、東ヨーロッパで紛争が相次ぎ多くの難民が生まれている。 家や仕事を失い、いつ終わるともしれない難民生活を強いられている人は、世界に 2000～2500 万人、 その半数は子供である。戦闘で親を亡くしたり、避難の途中で離ればなれになっている子供も多い。 2000 年以降、難民が最も多い地域はアジアで、 とくにアフガニスタンでは 2001 年、アメリカ軍の空爆によって新たに 20万人の難民が発生し、あわせて 381 万人が隣の国パキスタンやイランにのがれた。  どうして開発途上国では食糧が足りないの？ 米や麦など主食になる穀物は世界中で毎年 20 億トン近く生産されている。家畜のえさに使われる分を除いて世界の総人口で割ると 1 人が 1 年間に食べられる穀物はおよそ 180キログラムになる。 肉や牛乳バターなどの乳製品、野菜や果物、海産物などを合わせると世界の食料は十分に足りているが、これらの食料の多くは日本やアメリカなど経済的に豊かな先進国の人たちが優先して買い上げ食べている。貧しい開発途上国には国民全員がおなかいっぱい食べられるだけの食料を買い入れるお金がない。 途上国の子供は先進国の子供に比べて、穀物は 半分、肉類は 3分の 1、乳製品はおよそ 5分の 1、 これだけしか食べられない。 日本は食料自給率が低く、60％以上を輸入に頼りながら、1 年間に 700 万トンもの食料を食べ残し

て捨てている。これは世界の食糧援助の約 7割にあたる量である。  誰誰誰誰もができもができもができもができるるるる平和平和平和平和へのへのへのへの道道道道    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 誕生日祝福誕生日祝福誕生日祝福誕生日祝福（（（（2222月月月月）））） 伊藤基伊藤基伊藤基伊藤基親睦活動親睦活動親睦活動親睦活動副副副副委員長委員長委員長委員長           余郷 利彦君（ 4日）  大河内勝彦君（ 5日） 服部 昭三君（11日）  佐藤 敬治君（11日） 岡本 康義君（16日）  相羽あつ子君（19日）  浅井 賢次君（25日） 夫夫夫夫        人人人人                                佐藤敬治夫人（ 5日）  遠山孝義夫人（11 日） 余郷利彦夫人（23日）  堀田力男夫人（25日）  結婚記念日祝福結婚記念日祝福結婚記念日祝福結婚記念日祝福    八木秀雄君（24日） 
 「「「「寒寒寒寒椿椿椿椿」」」」 椿は通常 2 月頃から咲きはじめますが、寒椿は 12月～2 月頃に八重咲きの濃い紅色の花を咲かせます。花全体がポトリと落ちる椿に対し、寒椿は花びらが一枚ずつ散ります。寒椿は丈夫なため公園や植え込みなどによく利用されます。 

雪かぶる日もありて咲く冬椿   高浜虚子
   画画画画・・・・文文文文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三           


