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本日の行事予定 (2015 年 5 月 8 日) 

第 3014 回例会 
卓話担当：余郷利彦君 
講  師：㈱三重銀総研調査部副部長・ 
     主席研究員 別府孝文氏 
演  題：「地域経済を取り巻く状況と 

         動き出した地方創生」 

 
 先回の記録（例会） 

第 3013 回 ’15 年 4 月 24 日（金）晴れ 

卓話担当：小林啓子君 
講  師：手話通訳者 加藤貞子氏 
演  題：「手話と出逢って 
     ～手話が教えてくれたこと～」 

ストレッチ体操  田中正明君 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

ソングリーダー  寺島淳一君 

会 員 総 数  67名   3月 27日例会分訂正 

出席免除会員  20名    欠 席 会 員  21名 

本日出席会員  56名    MAKEUP 会 員   10名 

本日の出席率 83.58％ 訂正出席 率   100％ 

超 過 出 席 野々山勝也君、幅辰雄君（第 1

回ふるさと学習賞表彰式）、服部貴君(次年度地

区青少年奉仕委員会)、安江正博君、三谷栄一君、

野々山勝也君、高木輝和君、鈴木吉男君、猪飼充

利君、幅辰雄君、加藤則之君、山本達彦君、浅井

彦治君、服部貴君、篠田廣君、寺田晏章君、八谷

潤一君（第 13 回役員理事委員長会議）、三谷栄

一君、伊藤幸蔵君、山本達彦君（あまＲＣ） 

 
会長挨拶 

安江正博会長 

今日の話は単に噂話に

過ぎませんから、あまり

真に受けないようにお願

いします。 

鳥インフルエンザとは、

Ａ型インフルエンザウイ

ルスが鳥類に感染して起

きる鳥類の感染症です。長年、鳥インフルエンザ

は鳥のみが感染すると考えられてきたが、近年、

人間にも感染する高病原性鳥インフルエンザが

発見され、死亡例も報告されています。ただ、現

状、人間への感染の可能性は極めて低く、また人

から人への感染例は報告されていません。 

 もし、鳥インフルエンザウイルスが人間から人

間へと感染する人インフルエンザウイルスに変

異した場合は、世界的な大流行(パンデミック)

となることが危惧されています。試算によれば、

大流行が起きた場合、最大 5億人が死亡するとい

う。 

 このように危険な鳥インフルエンザウイルス

だが、これを生物兵器として開発しようとしてい

る勢力があるという陰謀説が存在します。 

 「そもそも鳥同士でしか感染しないはずだった

鳥インフルエンザが人間にも感染するようにな

ったのは、人為的な遺伝子操作が行われたから

だ」という説が、研究者の一部からも唱えられて

います。 

 もちろん、これら陰謀説を立証する証拠は何も

ありません。だが、世界各国でインフルエンザウ

イルスをはじめとする生物兵器の研究・開発が活

発に進められており、技術的には十分可能である

ことは事実だろう。 

 一説には、2000 年代に流行したＳＡＲＳウイ

ルスも生物兵器だったという。このウイルスに感

染し、重症急性呼吸器症候群を発症した人の

95％以上はアジア系人種であった。それゆえ、特

定の遺伝子を持つ人にしかうつらないよう人工

的につくられたウイルスだったという説を唱え

る学者もいます。この陰謀説も証拠は何もないが、

技術的には不可能ではないとされています。 

 エイズは、1981 年にアメリカの同性愛男性が

発症したことでクローズアップされ、瞬く間に全

世界で大流行した治療不可能な伝染病です。10

年の間に 100万人もの感染者を出し、現在エイズ

の原因となるＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）感

染者は、五千万人に達します。アメリカでの発症

以前から、アフリカなどで同様の症状が認められ

ており、アフリカ奥地のチンパンジーから感染し、
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それがアフリカで流行し、アメリカに伝わったと

されています。 

 ただ、エイズの流行とともに、ＨＩＶウイルス

は某国が開発した生物兵器であるとの噂が囁か

れるようになった。ＨＩＶは、1960 年代に、動

物の発癌ウイルスの実験を行う過程で生み出さ

れた人工のウイルスであり、黒人への差別感情が

いまだに根強い某国は、このウイルスを使って黒

人の数を減らそうと考え、ＨＩＶを混入したワク

チンをアフリカに送りエイズを大流行させたと

いうのです。 

 さらに、今度は同性愛者を対象に肝炎の予防接

種と偽りＨＩＶを混入。見る見るうちにウイルス

は広がり、やがて日本でも同性愛者のみならず、

エイズ患者の血液を使った血液製剤の使用など

により感染者が急増しました。 

 こうした伝染病に関する陰謀説というのは、中

世ヨーロッパでペストが大流行した頃から出て

いるものです。明治初期に日本でコレラが蔓延し

た時も欧米人の仕業と噂されました。近年では新

型肺炎ＳＡＲＳが猛威をふるった時、某国による

人口抑制のための細菌兵器との噂が囁かれまし

た。 

 もちろん、これらの説は学者の間では否定され

ていますが、伝染病という得体のしれない病気と、

治療法がないという恐怖が、憎むべき対象として

の黒幕を生み出すのかもしれません。 

 
ニコボックス報告 第 3013回分 

矢田潔ニコボックス委員 

安江正博会長、三谷栄一

副会長、野々山勝也幹事

本日の卓話講師加藤貞子

氏をお迎えして。 

安江正博会長 ①小林啓

子君、本日の卓話よろし

くお願いします。②台湾

訪問ご苦労様でした。 

小林啓子君 本日卓話を

担当します。 

安江正博君 明日、三女が結婚します。 

高木輝和君 ①台湾滬尾ＲＣ訪問の皆さん、ご苦

労様です。②三重県桑名市と岐阜県御嵩町に新規

ＯＰＥＮしました。③いろいろ何かとご迷惑お掛

け致しています。 

加藤泰一郎君、寺島淳一君、山本達彦君、浅井彦

治君、三谷栄一君、伊藤誠君 台北滬尾ＲＣ9周

年例会に訪問し無事帰りました。 

後藤務君 台北滬尾ＲＣの周年記念に無事行っ

てきました。協力して頂いた人に感謝します。 

鈴木吉男君 台湾から帰ったら藤まつりです（4

月 23 日～5 月 6 日）天気男の本領発揮です。皆

様一度足を運んでください。 

伊藤幸蔵君 台湾帰無事。過労、過疲……。 

浅井賢次君 ①選挙も終盤、市勢発展のためぜひ

投票に行きましょう。よろしく。②天王川の藤も

大分伸びてきました。ゴールデンウィーク楽しく

過ごしましょう。③昨日は夏日になり暑くなりま

した。身体に注意しましょう。 

三谷栄一君 次年度四大奉仕合同委員会、クラブ

奉仕合同委員会お疲れ様でした。次年度一年間よ

ろしくお願いします。 

鶴見治貞君 中日新聞にいちじくワインの記事

が載りました。 

加藤則之君 今日も頑張ってやっています。本日、

藤浪中学校体育館で個人演説会を行います。宜し

くお願い致します。 

鶴見治貞君、余郷利彦君、矢田潔君、相羽あつ子

君、住田由純君 加藤則之君がんばれ!! 

宇佐美三郎君 明日、尾張津島藤まつりが始まり

ます。よろしくお願いします。 

相羽あつ子君 北テラス(ヨシヅヤ)さんにお世

話になりました。 

松崎安孝君 ニコボックス、いつもご苦労様です。 

寺田晏章君 小林啓子さん、卓話が聞けなくてご

めんなさい。早退します。 

生田達一君、幅辰雄君、坂井裕君 ウィークリー

に写真が載りまして。 

篠田廣君、長田一郎君、田中正明君、伊藤祥文君、

伊藤哲朗君、山田勝弘君、堀田力男君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：小林啓子君 
講  師：手話通訳者 加藤貞子氏 
演  題：「手話と出逢って 
    ～手話が教えてくれたこと～」 

  

 

 

 

 

 

 

 

私の人生で、平成 2年という年は忘れることが

できない年です。 

 前年の 6月、4年近く介護した義母がこの世を

去りました。介護と家事だけで毎日が過ぎ去り、

何かを考える余裕すらありませんでした。 

その反動で空の巣症候群のようになり、何か始

めなければと考えていた矢先、偶然手に取った広

報なごやの「初級手話講座受講生募集」が輝いて

見え、すぐに申し込み。3か月の短期講座でした

が、聴覚言語という経験のないコミュニケーショ

ン手段にのめりこみ、引き続き先生に自主講座を

開催していただきました。 

乾いた砂が一気に水を吸い込むように手話を

身につけていく中で、先生の薦めもあり平成 5
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年 6月、「名古屋市認定手話通訳」を受験。8月

に通訳者になりました。 

資格は取得したものの通訳者になろうという

気が全くなかった私に、すぐに高校看護科の生徒

や小学生指導の依頼が入り、教える怖さを感じつ

つも指導させていただきました。 

その後も企業や教職員の方々、小学校の手話ク

ラブ、トワイライトスクールと手話に関する講

演・指導を続け、経験を重ねていく中で通訳者と

しての自覚が芽生えてきました。 

また、多くの聾者との出逢い、彼らの障害を乗

り越え前向きに生きている姿を見て、本当の幸せ

とは何かを考える機会をいただきました。そして、

そのことは間違いなく私の人生を豊かなものに

してくれています。 

他の障害と異なり見た目でわからない聴覚障

碍者は、誤解や差別を助長され実際の障害以上に

悩み苦しんでいることも知りました。 

やがて私達も聞こえが悪くなる可能性があり

ます。或いは服薬の後遺症、交通事故やストレス

などによる突発性難聴になるかもしれません。他

人事ではなくお考えいた

だけたら幸いです。 

最後にある聾者の印象

に残っている言葉をご紹

介して私のお話しを終わ

らせていただきます。 

『聞こえないというこ

とはとても不便なことで

あるが、決して不幸なこ

とではない』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
国際奉仕委員会 

後藤務国際奉仕委員長 

【台北滬尾ＲＣ訪問報告 ②親睦編】 

 4月 16日(木)、

台北滬尾ＲＣ創

立 9 周年記念例

会の懇親会では、

胡弓や笛等の生

演奏、ご夫人方

の華やかな日本

舞踊で歓迎して

くださいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おはようございます 

こんにちは こんばんは 

はじめまして 

ありがとう 

よろしくお願いします 

すみません 

三谷栄一会長エレクト 

三谷栄一副会長 野々山勝也幹事 

司会の加藤泰一郎

会場委員 
出席報告の大河内勝彦

親睦活動副委員長 

アンガス達が空港へお迎えに。 

幅辰雄君 
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次回例会 

第 3015 回 ’15 年 5 月 22 日(金) 

≪地区環境保全週間≫ 

卓話担当：社会奉仕委員長 猪飼充利君 

講  師：地区社会奉仕副委員長 

     杉浦文雄君 

演  題：「地区環境保全週間によせて」      

 
    

お知らせ 

■津島・あまＲＣ合同ゴルフ大会 

と き：5月 14日(木) 

ところ：桑名ＣＣ 
 
■休 会 

定款 6-1により 

5月 15日(金)は休会です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月23日、台北滬尾ＲＣよりメールが届きました。 
 
台湾に弊社の周年慶に来ていただきあ
りがとうございました。これで 2 社間
の仲は一層深くなったと思います。来
年 4月前後 Bensonさんの夫人が日本舞
踊の発表会を行いますのでよければ御
社社員家族も参加していただきたいで
す。皆さんのご来場を心からお待ちし
ております。 

社 長   葉文源（P David） 
秘 書   蔡輝文（Realty） 
國際主委  花進財（PP Angus） 

 
 

 

 野々山勝也幹事 

1. 本日、2015 学年度米山奨学生のボルドバ

ートル・ハンドさんが来られました。後ほ

ど安江会長より奨学金をお渡しします。 

2. 5 月 10 日(日)、地区研修・協議会がウェ

スティンナゴヤキャッスルにて開催され

ます。次年度の役員、理事、委員長のみな

さん、ご出席をお願いします。 

3. 5 月 14 日(木)、津島ＲＣ・あまＲＣの合

同ゴルフコンペが開催されます。 

4. 5 月 15 日(金)、地区社会奉仕委員長会議

が開催されます。猪飼委員長が出席します。 

5. 5月 15日(金)は、定款 6-1により休会ですの

でお間違えのないようにお願いします。 

6. 5月 20日(水）、第 2回次年度役員・理事・

委員長会議が魚しまで開催されます。 

7. 5月のロータリレートは1ドル118円です。 

8. 『ロータリーの友』5月号を配付しました。 

9. 本日は、例会終了後に役員・理事・委員長

会議を、都合により例会場にて開催します

のでよろしくお願いします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月 8日（金）第 3014回 幹事報告 
 

Ｓ島の友人のところから伊藤幸蔵君も駆けつけ、

合流しました。 

飲んで歌って、楽しい交流が続きます。 

2日目のゴルフには、伊藤誠君、後藤務君、

坂井裕君、幅辰雄君、三谷栄一君、山本達彦

君が参加。 

加藤泰一郎君、鈴木吉男君、寺島淳一君は

陽明山等の観光を楽しみました。 

台北滬尾ＲＣとの

記念品交換でセラミ

ックの装飾品をいた

だきました。津島ＲＣ

からは金銀のタンブ

ラーをプレゼント。 

 ニコボックスしま

した（チョー多額） 


