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本日の行事予定 (2016 年 3 月 25 日) 

第 3055 回例会 
卓話担当：野々山勝也君 

演  題：「生命保険のしくみと税務」 

 
先回の記録（例会） 

第 3054 回 ’16 年 3 月 18 日（金）晴れ 

卓話担当：稲川明俊君 

講  師：津島市南文化センター運営協議会 

    会長 伊藤卓夫氏 

演  題：「愛知の部落史をめぐって」 

ストレッチ体操 服部則仁君 
ロータリーソング 「R-O-T-A-R-Y」 
ソングリーダー 田中正明君 
会 員 総 数  66名    2月 26日例会分訂正 
出席免除会員  20名    欠 席 会 員    14名 
本日出席会員  54名    MAKEUP会 員    10名 
本日の出席率  81.82％  訂 正出席 率  98.41％ 
超 過 報 告 三谷栄一君（地区審議会） 

 
会長挨拶 

三谷栄一会長 

厳しい冬を乗り切った

後の春の訪れは、誰もが喜

ばしいと感じると思いま

す。しかし、花粉症に悩ま

される人には、ちょっと憂

鬱なところもあるでしょ

う。「ＰＭ2.5」が話題と

なった際には「黄砂が来る

ようになるとさらに悪影響が…」と盛んに報じら

れ、すっかり悪者になってしまいました。 

黄砂は春のものという認識は古くからあり、俳

句に詠み込まれる春の季語にもなっています。「春

がすみ」や「おぼろ月」のように、景色がかすみ

がかって見えるのも春に多い現象ですが、これに

も黄砂に関わるものが含まれると思います。空気

中に黄砂粒子などのＰＭ（粒子状物質）がたくさ

ん浮遊していると、太陽や月の光が散乱されて、

ぼんやりとかすんだ状態になります。 

『黄砂』とは、中国大陸内陸部のタクラマカン砂

漠、ゴビ砂漠や黄土(こうど)高原など、乾燥・半乾

燥地域で、風によって数千メートルの高度にまで

巻き上げられた土壌・鉱物粒子が偏西風に乗って

日本に飛来し、大気中に浮遊あるいは降下する現

象です。 

黄砂の飛来は視程距離の低下による交通障害を

はじめ、空気中の塵の増加による窓ガラスや洗濯

物の汚れ、 呼吸器系やアレルギー性の疾患の発症

や悪化、あるいは中国東部の工業地帯を黄砂が通

過する際に有毒物質を吸着することによる環境汚

染など、報道では環境や私たちの生活にとってマ

イナスのイメージばかりが強調されがちです。 

しかし、日常生活の中であまり感じられること

ではないのですが、黄砂にも良い面はあります。

その例として挙げられるのが、酸性雨を緩和する

働きです。大気中に汚染物質が多いと雨水の pH

が低くなりますが、黄砂が飛来している間は、雨

水の pHがやや上昇することが知られています。こ

れは主に、黄砂粒子に含まれる炭酸カルシウム（石

灰：Caco3）によるものです。炭酸カルシウムは酸

性の水溶液に溶けて酸を中和するため、黄砂粒子

が酸性雨と一緒になると雨水の pH を引き上げま

す。黄砂は汚染物質を伴ってやってきますが、そ

の一方で、汚染物質の悪影響を軽減するという二

面性を持つのです。  

もう一つ黄砂粒子に含まれる重要な成分は鉄分

です。黄砂は東シナ海や太平洋にも降り注ぎ、海

洋表層に住む植物プランクトンの活動を左右しま

す。植物プランクトンは海水に溶け込んだ二酸化

炭素（CO2）と日光を利用して光合成を行い増殖し

ますが、そのためには、硝酸塩やリン酸塩、鉄分

といった栄養分も欠かすことができません。陸地

から遠く離れた洋上では特に鉄分が不足しがちで、

黄砂粒子はそれを補う供給源となっています。植

物プランクトンが増えれば、それを食べる動物プ

ランクトンが増え、さらにそれを食べる魚類が増
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え…という海洋の生態系も、黄砂に支えられてい

るのです。 

黄砂やサハラダストは毎年大量に発生し、大気

中を長時間漂って、地球全体の健康状態にも関係

してきます。鉱物ダストを含むＰＭの多くは地球

温暖化をくい止める方向に働くとあります。これ

らは太陽光を散乱させ、また雲を作る核となって、

地球を温める太陽エネルギーの一部を宇宙空間に

はね返す効果を持つからです。仮に黄砂やサハラ

ダストがまったくなくなるとすれば、大量の鉱物

ダストがもたらす冷却効果も期待できなくなり、

温暖化の進行を加速することになってしまいます。

昔の人にとって風情を味わうものであった黄砂で

すが、科学の進歩により、健康に有害なものとわ

かってきました。だからといって、自然現象であ

る黄砂の発生と飛来を人間の手でコントロールす

ることはできません。黄砂の持つ良い面も認めて

やり、『春の使者』を迎える気持ちで過ごしてみ

てはいかがでしょうか。 

 
幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 明日 3月 19日(土)、会

長エレクト研修セミナ

ー（ＰＥＴＳ）が名古

屋東急ホテルにて開催

されます。浅井会長エ

レクトが出席されます。 

2. 3 月 22～24 日、交換留

学生マライアさんには白馬八方尾根でのスキ

ーの集いに参加していただきます。 

3. 本日「地区大会記録誌」が地区より届きまし

たので、出席された皆様にお配り致しました。 

 
ニコボックス報告 第 3054回分 

八谷潤一ニコボックス副委員長 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副

会長、山本達彦幹事 ①卓

話講師に津島市南文化セン

ター運営協議会会長の伊藤

卓夫氏をお迎えして。②稲川

明俊君、本日の卓話よろしく

お願いします。 

後藤務君 上海に第 2 工場

建設中です。中国が順調にい

くことを期待しています。マ

ツダの仕事が必ず来るように手を尽くしています。 

稲川明俊君 ①卓話を担当します。②本日の卓話

講師を鈴木さんに紹介してもらいました。 

三谷栄一君 ロータリーゴルフ例会で優勝しまし

た。 

浅井賢次君 ①伊藤卓夫先生をお迎えして。②松

崎先生いつもお世話になりありがとうございます。

③年なりに疲れますので毎日元気に楽しんでおり

ます。④写真が載りました。 

鶴見治貞君、加藤則之君、伊藤雅昭君、伊藤祥文

君、前田昭生君、佐藤敬治君 津島市南文化セン

ター運営協議会会長の伊藤卓夫氏をお迎えして。 

鈴木吉男君 本日、伊藤卓夫先生に卓話をお願い

して、ありがとうございます。先生の愛知の部落

史の本、大変おもしろいのでお買い求め下さい。 

山田勝弘君 恩師の伊藤卓夫先生をお迎えして。

松崎先生に大変お世話になりました。 

児玉昭君 ①伊藤先生をお迎えして。②ウィーク

リーに写真がのりました。 

住田正幸君 大阪場所へ後藤務さんと共々行き、

大金を使いました。 

服部則仁君 扉開祭、盛大でおめでとうございま

した。 

宇佐美三郎君 花粉症の時期です。皆様ご留意く

ださい。 

滝川林一君 高木さんに帽子を褒められました。 

水野憲雄君 ゴルフ欠席しました。浮気をして他

のゴルフ場へ行きました。良い天気で最高でした。 

佐藤雅彦君 今日も元気に頑張ってます。 

相羽あつ子君 彼岸桜が満開になりました。卒園、

卒業と新しい旅立ちを迎えられる皆様、おめでと

うございます。 

根崎健一君 相羽さんに 3 月号の安管(愛知県安

全運転管理協議会)の機関誌『ＡＡＫＫ』に投稿を

お願いして大変お世話になりました。 

伊藤哲朗君 名古屋シティマラソン 21.1 ㎞無事

完走しました。2 時間 11分 52秒で前回より約 20

分短縮できました。次は2時間5分に挑戦します。 

安江正博君 卓話が面白そうです。今日は仕事を

休んで聞いています。 

浅井彦治君 今回のロータリーゴルフではブービ

ー賞で皆さんに可愛がっていただきました。 

篠田廣君 三谷会長、ロータリーゴルフ優勝おめ

でとう。空前絶後の出来事でした。 

田中正明君、鶴見治貞君 ウィークリーに写真が

載りまして。 

堀田力男君、八谷潤一君、矢田潔君、小林啓子君、

山田章博君、伊藤祥文君、中野義光君、服部貴君、

杦田勝彦君、加藤則之君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：稲川明俊君 

講  師：津島市南文化センター運営協議会 

    会長 伊藤卓夫氏 

演  題：「愛知の部落史をめぐって」 

 

「人権」は、憲法によって保障された人としての

基本的権利であり、誰しも侵すことのできない権

利である。 

 明治 4年(1871年)に被差別部落民の人間として

の身分解放を願った「解放令」(賎称廃止令)が出
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されて 145年、昭和 40年(1965年)に同和対策審

議会答申が出て 51年、同和地区の人たちがいまだ

に言われなき差別に苦しみ、基本的人権が侵され

るという現実がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 津島市では部落差別解消と、あらゆる人権侵害

の解消を目指して、平成 10年から「人権教育推進

事業」を進め現在に至って

いるが、人々の心の中の差

別意識の解消には「いまだ

道遠し」の感がある。 

過日発行した『愛知の部

落史』は、現在も人々の心

に潜在する部落に対する偏

見や、忌避意識の解消に少

しでも役立てばと、県内各

地を実地踏査してまとめた

ものである。 

津島は 678年(7世紀)には集落ができ、馬津駅

制定・津島牛頭天王社鎮座とともに宿駅・河湊と

して発展した。津島牛頭天王社には、キヨメの役

を担った神人も住み、天王社の神事・キヨメの仕

事に係った。けれども、真言仏教の祈祷法が朝廷

の司祭に取り入れられるようになると、キヨメに

係る神人は、司祭から排除され、さらに穢れの思

想(死穢・六畜の穢・産穢など)の広がりとともに、

江戸時代には、かわた・非人の人たちは、支配階

級から差別され、賎視されるようになった。しか

し、一般の人たちの疫病よけの神、牛頭天王社へ

の信仰が広まり参詣人の増加とともに、神人の称

号を持つかわたの作った草履には、霊験ありとい

う信心から大いに売れ、かわた部落の生活安定に

つながった。 

 一方町の清掃、行き倒れ、死体処理、木戸番、

刑場役人などの役割を担った乞食非人は、上之無

常場（北口）、下の無常場（天王川岸）の周りに

集住し、非人だまりを形成したが、町の人たちか

ら蔑視されていた。 

 明治元年、神仏分離令が出されると、牛頭天王

信仰が一気に廃れ、疫病よけの霊験もないただの

津島神社となり、草履作りで生活が安定していた

かわた部落は疲弊する。非人部落も疲弊する。 

 こうした部落の生活困窮に対し、政府は何の救

済措置もとらなかった。被差別部落はいっそう疲

弊し、学校にも行けない子どもがあふれ、部落は

「汚い、不衛生だ、貧乏だ、荒っぽい、怖い」と

いった偏見が生まれ、部落に対する忌避意識、排

除意識が広がっていった。 

 1965年(昭和 40年)、同和対策審議会答申が出

され、「同和問題の解決は国の責務であり、国民

一人ひとりの課題である」とされ、人権施策がと

られてきたが、まだ 50年ほど過ぎたばかりである。 

 私たちが、目の前の事象から目を背ける（忌避

する）ことをやめ、ものごとを直視し、偏見を持

つことのない公平なまなざしを持つことが、人権

尊重、人権社会への道である。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4月のメニュー 

 

 

 

 

 

 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

名古屋北 RC 4/1 金 名古屋東急ホテル 

名古屋東 RC 4/11 月 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

一宮 RC 4/14 木 一宮商工会議所㌱ 

名古屋名駅 RC 4/20 水 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

尾張中央 RC 4/20 水 名鉄グランドホテル 

名古屋大須 RC 4/21 木 名古屋東急ホテル 

名古屋丸の内 RC 4/21 木 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 

名古屋城北 RC 4/26 火 栄東急 REIホテル 

名古屋ｱｲﾘｽ RC 4/27 水 ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 
 

4月  1日(金)  割子弁当、赤出し  

4月  8日(金) フライ定食、酢味噌和え 

4月 22日(金) にぎり寿司、吸い物   

伊藤幸蔵副会長 

服部貴青少年奉仕

委員長 

片岡鉄会場委員 

篠田廣ゴルフ部会幹事 
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次回例会 

 第 3056 回 ’16 年 4 月 1 日(金) 

卓話担当：横井知代君 

演  題：「マスターしよう！ 

     津島ロータリークラブの 

♪マイホームソング♪」 

お知らせ 

■米山奨学生ハンドさん送別会 

と き：4月 5日(火)18：00 

ところ：百楽名古屋店 

  

 ■青少年交換学生マライアさん誕生会 

と き：4月 22日(金)18：00 

ところ：第二サンガーデン 1Ｆ 

 

ロータリーニュース(1 月 14日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-16 年度ロータリー財団学友人道奉仕世界

賞の受賞者は、国際開発の分野で活躍するニュー

ヨーク在住のスーザン･デイビスさんに決まりま

した。授賞式は、6 月に韓国での国際大会で行わ

れます。 

米国ルイジアナ州で生まれたデイビスさんは、

1980-81 年度のロータリー財団国際親善奨学生と

して、英国オックスフォード大学大学院で国際関

係を学びました。 

1987-91 年には、フォード財団のプログラム担

当者として、バングラデシュでマイクロファイナ

ンス（小口融資）の普及を推進。1億 7500万ドル

の資金を有する共同事業を企画･組織し、当初バン

グラデシュの農村部の 5 パーセントでしか利用で

きなかった小口融資を、44パーセントにまで普及

させました。小口融資の普及がバングラデシュの

生活水準向上に実際にどの程度貢献したかを断定

することは困難ですが、『The Economist』誌は、

2010 年までの 20 年間にバングラデシュの人びと

の平均寿命が 59 歳から 69 歳にまで躍進したと報

じています。 

デイビスさんはさらに 2007 年、開発支援団体

「ＢＲＡＣ ＵＳＡ」を共同で設立しました。パ

キスタンから独立直後のバングラデシュを救済す

る団体として 1972年に発足した「ＢＲＡＣ」を支

援するこの独立組織は、特にアフリカの女性に教

育、医療、小口金融の機会を提供することで、起

業を促し、貧困からの脱出を支援しています。 

最近、ＢＲＡＣ ＵＳＡの最高責任者を退任した

デイビスさんは、在任中、洪水、サイクロン、地

震などの天災だけでなく、戦争や、疫病の流行な

ど、数多くの困難に直面しました。2014年にアフ

リカ西部で突発したエボラ出血熱の大流行中は、

危険度の高い地域で活動するＢＲＡＣのスタッフ

を感染から守るために奮闘。エボラ専門家による

協力にもかかわらずスタッフが命を落とすことも

ありました。特に、リベリアで小口融資支援を担

当していたスタッフ夫妻が感染し、幼い娘を残し

て亡くなったことは、デイビスさんにとって大き

な衝撃でした。デイビスさんはその後、その子の

将来の学費を賄う奨学基金の設立を手伝っていま

す。 

社会起業に関する本の共同著者でもあるデイビ

スさんは社会起業家の支援団体「ＡＳＨＯＫＡ」

のディレクターを務め、これまでに中東、アフリ

カ、中央アジアにおける同団体の拡大を監督しま

した。 

今では国際開発の分野で著名な存在となり、

2012年に United Nations Partnerships Fund（国

連国際パートナーシップ基金）の理事に任命され

たほか、Council on Foreign Affairs（外交問題評

議会）のメンバー、グラミン財団や二つの女性支

援基金の理事会メンバーを務めています。 

これまで多くの賞を受けたデイビスさんですが、

今回のロータリー財団学友人道奉仕世界賞には特

別な意味があります。「これで人生に一区切りつ

いた気がします」と語るデイビスさん。「私が活

動を続けてきたのは、重大なニーズとそれを改善

できる機会があるからです。小口融資と社会起業

という解決方法が世界中に浸透してきたのは、私

にとってとても幸運でした」 。ロータリーの奨学

生として学んだことについては、次のように語り

ます。「それまでは、オックスフォード大学など

天上の存在だと思っていました。ところが実際に

学生たちと知り合ってみると、貧富の差にかかわ

らず、誰でも弱点があり、完璧な人間などいない

ことがわかったんです」 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貧しい人たちに起業の機会を 

Ｒ財団学友人道奉仕世界賞の受賞者 
 


