本日の行事予定 (2014 年 1 月 31 日)
第 2956 回例会
≪ロータリー理解推進月間≫
卓話担当：篠田 廣君
演
題：「ロータリー理解推進月間によせて」

先回の記録（例会）
第 2955 回 ’14 年 1 月 24 日（金）晴れ
卓話担当：宇佐美三郎君
講
師：津島税務署長 田中隆治氏
演
題：「税の役割について」
ストレッチ体操 佐藤雅彦君
ロータリーソング 「手に手つないで」
ソングリーダー 加藤泰一郎君
ゲ
ス
ト 愛西市教育長 加藤良邦氏
愛西市中央図書館長 神田澄雄氏
会 員 総 数 68 名
12 月 27 日例会分訂正
出席免除会員 22 名
欠 席 会 員
12 名
本日出席会員 51 名
MAKEUP 会 員
6名
本日の出席率 75.0％
訂 正 出 席 率 100％
会長挨拶
鈴木吉男会長
今日は税務署長をお迎
えしてますが、税金より趣
味の話のほうが本当は興
味が沸くのではないかと
思います。海部郡をよく歩
いて写真を撮っておられ
ます。税金の話だと眠くなるのではないかと思い
ますが……。
“ザ・ロータリアン”という月刊誌が事務局に
届きました。すべて英語なんですが、中に 10 ペー
ジぐらいマララの話が出ています。マララのお父
さんはロータリアンということで、パキスタンの
北の方のスワート渓谷に住んでいます。そこはジ
ェハンゼブ行政長官の管理下に置かれ、学校が建
設されていました。パキスタン政府が台頭すると、
イスラム法によって学校が破壊されてしまいまし
た。彼の孫娘のゼブ・ジラニさんはアメリカに移

住しますが、タリバンによって破壊された学校を
建設し、スワート地方に初のロータリークラブを
創りました。その時最初に声をかけた人の中にマ
ララのお父さんがいたのです。2010 年、マララの
お父さんは彼が所属するミンゴラ・スワートＲＣ
主催の音楽イベントを開催しました。彼はゴード
ン・ブラウン国連世界教育特使の諮問役として活
躍しております。ロータリーもいろんな面でこれ
からマララを活用しようということが書いてあり
ましたので、これからロータリーのイベントなど
にマララが登場して挨拶する機会があるのじゃな
いかと思います。
国際ロータリーのホームペー
ジに、もうひとつ情報がありまし
た。昨年亡くなった南アフリカ共
和国のネルソン・マンデラ元大統
領もロータリーに大変深く関わ
りがありました。国際ロータリー
は、マンデラさんに「ロータリー
国際理解と平和賞」を贈っています。彼はその 10
万ドルの賞金で「ネルソン・マンデラ児童基金」
を設立しました。1995～96 年ロータリー会長のハ
ーブ・ブラウンさんが、アフリカのポリオ撲滅を
なんとかしたいというので、マンデラさんが賛同
しました。マンデラさんは、1997 年ジアイ・ロー
タリー会長とＲ財団委員長とともに「キックアウ
ト・ポリオ」というキャンペーンをやりました。
サッカー試合でポリオ撲滅をアピールしたり、有
名人に公共広告に協力してもらったりしました。
その結果、30 以上のアフリカ諸国でポリオの全国
予防接種が実現しました。以上、国際ロータリー
の情報をご紹介させていただきました。

幹事報告
寺島淳一幹事
1. 本日、加藤良邦愛西市教育委員長と神田澄雄
愛西市中央図書館長をお招きしています。後
ほど鈴木会長より「寄贈図書の目録」をお渡
しいただきます。
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2. 先週「西尾張分区ＩＭ」
のご案内を配布いたし
ましたが、まだ出欠のご
返事をいただいていな
い方は、1 月 31 日(金)
が締切りとなっており
ますので、お早めにご返
信をおねがいします。
3. 先週、会場委員会からお知らせしましたが、
会場後方に津島神社さんからいただきました
今年の絵馬と暦が置いてありますので、ご自
由にお持ち帰り下さい。
以上です。よろしくおねがいします。

4 月 1 日、いよいよ 17 年ぶりに消費税の税率引
上げが行われます。国の分の消費税収入は社会保
障の 4 分野（年金・医療・介護と少子化に対処す
るための経費）に充てられます。
「脱税とその理由」についていくつかのパターン
は、「ギリシャの放漫財政と脱税」、「税に対す
る国民性」についてアメリカ型とフランス型の違
ニコボックス報告 第 2955 回分
いなどを紹介し、主要国における消費税の状況を
堀田力男ニコボックス副委員長
説明します。
田中隆治津島税務署長 卓話
次世代を担う児童生徒向けの租税教室で、税金
講師をつとめさせていただき
は、「国が活動する財源」で「共同社会の会費」
ました。
鈴木吉男会長、伊藤哲朗副会長、 という説明をしています。
最後に確定申告と e-Tax（電子申告）の利用に
寺島淳一幹事 ①加藤良邦愛
ついてお願いします。
西市教育長と、神田澄雄愛西市
中央図書館候をお迎えして！
社会奉仕委員会
②卓話講師の田中隆治津島税務署長をお迎えして！
浅井賢次君 ①ロータリーに入会していて皆さん
田中正明社会奉仕委員長
に可愛がっていただき、楽しいことばかり、生き
愛西市中央図書館に地域に関連した書籍や資料
甲斐です。②余郷委員長ほかニコボックスの皆さ
を寄贈し、鈴木吉男会長より、加藤良邦愛西市教
んご苦労様です。③写真が載りました。
育長と神田澄雄愛西市中央図書館長に目録をお渡
宇佐美三郎君、前田昭生君、加藤隆朗君、野々山
ししました。
勝也君 田中隆治津島税務署長をお迎えして。
愛西市中央図書館では、これまでに津島ＲＣか
鶴見治貞君 年賀状をご無礼している方がみえま
ら寄贈された書籍や資料をまとめて展示するなど
したらごめんなさい。
の企画を考えたいとのことです。
篠田廣君 ロータリーゴルフで優勝しました。
佐藤雅彦君 娘がスクスク育ってます。
服部貴君、佐藤雅彦君、加藤則之君、田中正明君、
河西あつ子君、三谷栄一君、稲川明俊君、伊藤哲
朗君、八谷潤一君、寺田晏章君、伊藤基君 ウィ
ークリーに写真が載りまして。
相羽あつ子君、伊藤幸蔵君 ウィークリーに写真
が載りませんでした！
加藤良邦愛西市教育長
神田澄雄愛西市
伊藤祥文君、松崎安孝君、日比一昭君、猪飼充利
中央図書館長
君 その他。

卓 話
卓話担当：宇佐美三郎君
講
師：津島税務署長 田中隆治氏
演
題：「税の役割について」
昨年 7 月署長に着任。前任は名古屋国税局徴収
部機動課長です。主役である納税者の皆様にとっ
て、「近づきやすい税務署」を目指しています。
海部津島の歴史と文化に触れるため、ＲＣ主催
の「海部郡 1 周ぐるりウォーキング」などにも参
加しています。
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●『愛知県人士録』(背題「愛知県官民肖像録」
愛知県における偉人等について
記載している資料。愛西市に縁の
ある加藤高明（第 24 代内閣総理
大臣）や神野金之助(事業家)、日
比野寛（教育家）などが収録され
ている。

その他

●『鶉衣(うずらごろも)』全四巻
愛西市にある尾張藩重臣、横井家の分家で藤ヶ
瀬横井家の 6 代目横井也
有に関する資料。和歌や
俳句など多くの分野にわ
たって才能を発揮し、
『鶉
衣』は横井也有の代表作
である。
●明治 38 年より大正 11 年『諸事留』
日比野紋左衛門(事業家。名鉄尾西線日比野駅を
命名)の養子である日比野寛に
関する資料。教育者として愛知
一中校長となり、また名古屋育
英商業学校を設立するなど教
育に力を注いだ。本資料は名古
屋育英商業学校設立等に関す
るもの。

また〇〇モンみたい
な？ 佐藤雅彦君
のストレッチ体操

伊藤哲朗副会長

ソングリーダーは
加藤泰一郎君

司会の日比一昭
親睦活動委員

●『加藤高明銅像除幕式記念(絵葉書)』2 枚
愛西市出身で、愛知県初の内閣総
理大臣加藤高明に関する資料、名古 三谷栄一国際奉仕 記念に田中税務署長をはさんで
屋市鶴舞公園内に銅像があったが、 委員長よりお知らせ 宇佐美三郎君と寺島淳一幹事
戦時中の金属供出で撤去され、再建
されず台座のみが現在に残る。絵葉
書は建立当時の銅像を知る貴重な
資料である。
1 月 23 日(木)、寒いながらも上天気で、日差し
のまぶしい桑名ＣＣにてゴルフ会が開催されまし
●『Ｄ.Ｍ.Ｊ会誌』(ドレスメーカー女学院)
た。優勝は篠田廣君でした。
31～39 号(1952～56 年)9 冊
旧佐屋町出身で、佐屋町
順位
氏 名
OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ
立図書館の前身であるス
優勝 篠田 廣
40 41
81
5
76
杉野書館を寄贈した杉野
2 位 高木輝和
50 48
98
16
82
繁一に関する資料。本資料
3 位 水野憲雄
51 43
94
11
83
は杉野繁一と妻芳子が経
営した洋裁学校の会誌で
ある。
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2 月の例会変更
国際ロータリー・ニュース（1 月 13 日）
インドが
ポリオ無発生 3 年を祝う

インドで最後の
ポリオ症例が報告
されたのは 2011 年
1 月 13 日。そして
この度、ポリオ無
発生期間が 3 年間
を経過し、ポリオ
撲滅の認定条件が満たされた同国内では、30 年近
くに及ぶポリオとの闘いの歴史的勝利を祝い、全
国の主要建造物に「インドからポリオがなくなっ
た（India is polio free）」の文字が大々的に美
しく映し出されました。
インドで 3 年間ポリオが発生しなかったことに
より、東南アジア地域全体が世界保健機関（WHO）
によって「ポリオのない地域（polio-free）」と
して認定されることになります。インド政府は、
世界ポリオ撲滅活動での勝利を祝うため、2 月に
ポリオサミットを招集する計画を立てています。
今後の課題は、この成功を隣国パキスタンでも実
現すること。パキスタンは、アフガニスタンとナ
イジェリアとともに、野生ポリオウィルスが未だ
常在する 3 カ国の一つです。インドのロータリア
ンは、自国で成功したポリオ撲滅キャンペーンで
の経験や教訓をパキスタンのロータリアンに指導
するなどして、隣国でのポリオ撲滅に協力してい
ます。パキスタンでは、イスラム教徒の親が子供
への予防接種を拒絶するという問題も起きており、
インドのイスラム教コミュニティの有力リーダー
から支援を得る上でロータリーが大きな成果を上
げたことを知ったパキスタンのロータリアンも、
ポリオ予防接種に関する誤った噂や情報を正すた
めに懸命に活動しています。
そんな中、両国では引き続き全国予防接種日が
実施され、ロータリーのボランティアが地元の保
健従事者とともに 5 歳未満の子供にワクチンを投
与しています。「パキスタンの子供を守るため、
そしてインドやその他の国へのウィルス流入を防
ぐために、パキスタンからポリオを撲滅しなけれ
ばなりません」とインドのポリオプラス委員長、
ディーパク・カプール氏は話します。「ポリオが
全世界からなくなるまでは、どこに住んでいよう
と、予防接種を受けていないすべての子供が感染
や身体麻痺の危険にさらされているのです」

クラブ名
尾西 RC
名古屋西 RC
名古屋空港 RC
尾西 RC
稲沢 RC
名古屋城北 RC
一宮中央 RC
名古屋東南 RC
名古屋名駅 RC
一宮北 RC
名古屋みなと RC
あま RC
名古屋東 RC
尾西 RC
名古屋清須 RC
名古屋城北 RC
稲沢 RC
名古屋守山 RC
名古屋和合 RC
名古屋北 RC

日
2/3
2/6
2/10
2/10
2/12
2/18
2/19
2/19
2/19
2/21
2/21
2/24
2/24
2/24
2/25
2/25
2/26
2/26
2/26
2/28

曜
月
木
月
月
水
火
水
水
水
金
金
月
月
月
火
火
水
水
水
金

サイン受付
尾西信用金庫本店
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
キャッスルプラザ
尾西信用金庫本店
林商事ビル
栄東急イン
一宮商工会議所(夜)

ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ
一宮商工会議所
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
名鉄グランドホテル
ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ
尾西信用金庫本店
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
栄東急イン
林商事ビル
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ
名古屋東急ホテル

次回例会
第 2957 回 ’14 年 2 月 7 日（金）
≪世界理解月間≫
卓話担当：国際奉仕委員長 三谷栄一君
講
師：よねやま親善大使
2003～04 年度米山奨学生
尤銘煌氏
演
題：「国際交流を実践し、
世界平和を繋ぐ
一人の元米山奨学生としての
責任と義務」
お知らせ
■米山学友 尤銘煌君歓迎会
と き：2 月 7 日金）18：00～
ところ：さかな屋道場
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