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本日の行事予定 (2016 年 6 月 10 日) 

第 3063 回例会 

≪親睦活動月間≫ 

卓話担当：親睦活動委員長 堀田力男君 

演  題：「スーパーカー伝説」 

 
先回の記録（例会） 

第 3062 回 ’16 年 6 月 3 日（金）晴れ 

卓話担当：高木輝和君 

演  題：「少年ケニヤ」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー 幅辰雄君 
会 員 総 数  66名    5月 13日例会分訂正 
出席免除会員  20名    欠 席 会 員    16名 
本日出席会員  56名    MAKEUP会 員    11名 
本日の出席率  84.85％  訂 正出席 率  98.39％ 
超 過 報 告 伊藤哲朗君、稲垣宏高君、高木輝
和君、三谷栄一君、山田勝弘君、浅井彦治君、宅
見康悦君、田中正明君、幅辰雄君、服部貴君（第
13回役員・理事・委員長会議)、加藤泰一郎君(第
2回地区内クラブ青少年奉仕委員長会議)、山田勝
弘君(第 2 回地区社会奉仕委員長会議)、浅井彦治
君、服部貴君(マライア半田ＲＣ訪問) 

 
会長挨拶 

三谷栄一会長 

6月は「ロータリー親睦活

動月間」であり、レクリエー

ションや職業で同じ関心を

持つロータリアン同士の国

際的な親睦と親善の重要性

を認識し、親睦活動への参加

を促し、親睦活動プログラム

への理解を促すための月間

であります。RI 理事会は、プロジェクト、活動、

行事を通じてこの月間を祝うよう、これらのグル

ープに奨励しています。 

本日の卓話担当は高木ニコボックス委員長でタ

イトル『少年ケニア』です。よろしくお願いいた

します。少年ケニアと聞きますと、子どものとき

見たテレビ番組を懐かしく思い出しました。そこ

で、少年ケニアを確認しましたところ、『ウラニ

ウム資源を調査するため、父・村上博士とともに

アフリカ大陸にやってきた村上ワタルは、ケニア

山上空の飛行機事故によって父と生き別れになっ

てしまいました。父を探してジャングルをさすら

ううち、“ピッコロの笛”によってゴリラのポン

ゴと仲よくなったワタルは、陰謀によってマサイ

族大酋長の座を追われた勇者・ゼガを救け、ポロ

族によって誘拐された金髪の少女・ケートや、ゼ

ガを崇拝するマサイ族の少女・ロンダともにゼガ

を酋長の座に返り咲かせる活躍を果たしました。

仲間を得たワタルは、魔人山の魔人の正体を暴く

など、様々な事件を解決しながら、父を求め密林

の奥地へと進んでいく』物語でありました。 

本日は乾杯について話をしたいと思います 。 

乾杯の由来は、『神や死者のために神酒を飲ん

だ』という宗教的儀式が起源といわれ、それが転

じて、祝福する儀礼になったとされています。乾

杯でグラスをぶつけあうようになったのは古代ヨ

ーロッパの時代。お酒を飲む前に、部屋の中にい

る悪魔を器と器がぶつかるときの音で追い払って

いたそうです。中世に入ってからは、グラスを激

しくぶつけあうことで、お互いのグラスにお互い

のお酒を混ぜ、毒味するという意味でグラスをぶ

つけあっていたそうです。現代では悪魔払いも毒

味も必要ありませんが、その風習がいまだに根強

く今日まで残っています。 

また、乾杯が日本で初めて行われたのは、

1854(安政元)年、日英和親条約を協約した後で、

イギリスはエルギン伯爵を日本に派遣し、通商約

款の補足をさせることになりました。一方で幕府

は井上清直(きよなお)らを派遣し、交渉にあたらせ、

それが終了した後で晩餐をすることになりました。

そこでエルギン伯爵が、「我が国では国王の健康

を祝して、杯を交わす習慣があるのだが、是非や

ろうではないか」と提案します。井上清直らは、

当然そんな習慣は日本にないのでとまどいますが、

ともあれ失礼のないようにやることにしました。
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と、そこで会話が途切れ静まりかえった時、井上

清直が突然立ち上がり、「乾杯！」と大きな声で

叫び、静かに着席。エルギン伯爵をはじめ皆大笑

したのが、日本での初めての「乾杯」だといわれ

ています。 

次に、乾杯のときにグラスをぶつけあうのは、

起源が古く由緒正しい乾杯の仕方とはいえ、現代

ではタブーとされることがあります。それは乾杯

に使うグラスの薄さが理由です。高価なワイング

ラスやシャンパングラスは極端に薄いものもあり、

不用意にぶつけてしまうとヒビが入ってしまうこ

ともあります。そのため高価な器を使うパーティ

ー等の席では、グラス同士をぶつけあわずに目の

高さまでグラスをあげ、周囲の人とアイコンタク

トや会釈をする程度に乾杯するのがマナーです。

くれぐれも他の人にグラスをぶつけにいかないよ

う注意しましょう。同僚との飲み会や、親しい友

人との飲み会など、フランクな場所での飲み会で、

丈夫なグラスを使っての飲み会ならグラスをぶつ

けての乾杯はかまいません。また目上の人がいる

場合は、目上の人の出すグラスよりも少し下がっ

た位置で、グラスをぶつけるようにしましょう。

乾杯のマナーはグラスをぶつけあうものだったの

ですが、現代では器も薄く繊細に変わり、ぶつけ

あうと「マナー違反」だと冷たい目で見られてし

まう可能性もあります。ちょっとかしこまった席

ではグラスは掲げるだけにとどめるのが無難であ

ります。改まった場所での乾杯には、ぜひ注意し

てください。 

幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 本日例会終了後、役

員・理事・委員長会議

を開催いたします。該

当の方の出席をお願

いいたします。会場は

この例会場です。 

2. 『ロータリーの友』6

月号を配布いたしま

した。 

3. 『ガバナー月信』の 6 月号を回覧いたします

ので、ご覧ください。 

4. 6 月 7 日(木)、次年度西尾張分区会長幹事会

が名古屋観光ホテルにて開催されます。浅井

会長エレクト、田中幹事エレクトに出席して

いただきます。 

5. 本日、交換留学生のマライアさんにお越しい

ただいています。後ほど会長よりお小遣いを

渡していただき、近況報告等のお話をしてい

ただきます。 

6. 退会されます佐藤雅彦君から皆さんにご挨拶

をいただきます。 

 

ニコボックス報告 第 3062回分 

加藤隆朗ニコボックス委員 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副

会長、山本達彦幹事 ①ゲ

ストに入会予定者の中村陽

介氏をお迎えして。②ゲスト

に青少年交換学生マライア

さんをお迎えして。③高木輝

和君、本日の卓話よろしくお

願いします。④残り 1ヶ月に

なりました。⑤家族会で僕た

ちが差し入れした焼酎のお

釣りです。 

高木輝和君 ①卓話を担当します。②弥富に新店

舗をＯＰＥＮしました。 

浅井賢次君 ①今日は高木さんの楽しいお話が聞

けるので喜んでおります。②家内が一次食欲がな

かったのが、皆さんのお陰でまた美味しくいただ

くようになり安心しております。③余郷さんの元

気なお顔を見、朝天王川で伊藤哲朗君がマラソン

をしながら笑顔で答えてくれました。 

寺田晏章君 高木さんの生まれ故郷のお話が聞け

るそうで。 

矢田潔君、服部則仁君、幅辰雄君、加藤則之君 高

木輝和さんの「少年ケニア」のお話を楽しく聞き

たいと思います。 

水野憲雄君 今日は誕生日です。この日に高木さ

んの卓話「少年ケニア」、楽しみにしています。 

佐藤雅彦君 2 年半どうもありがとうございまし

た。大変お世話になりました。後任の中村を是非

よろしくお願いします。 

佐藤敬治君 佐藤雅彦さんが栄転で寂しくなりま

す。頑張ってください。 

後藤亨君 佐藤雅彦さん、いろいろお世話になり

ました。 

伊藤雅昭君、伊藤哲朗君 佐藤雅彦さんをお送り

し、中村陽介新支店長の入会、おめでとうござい

ます。 

滝川林一君 今日アメリカの孫の終業式です。学

校では特別に卒業式をしてくれるようです!!  帰

国は 1ヶ月程先です。まだまだお世話になります。 

根崎健一君 ニコボックス委員会の皆様、例会ご

苦労様です。 

生田達一君、山田章博君、寺島淳一君 ウィーク

リーに写真が載りまして。 

八谷潤一君、後藤務君、中野義光君、松崎安孝君、

坂井裕君 その他。 

 

 

 

 

 

 

 

 
わ～い、 

目標達成！ 

あと 3 回分も 

頑張るから 

ヨロシク❤ 
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卓 話 

卓話担当：高木輝和君 

演  題：「少年ケニヤ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝の 6 時半です。東の地平線から昇る太陽は、

壮麗な輝きを放つ大きな緋色の宝石のようです。

新たな一日の始まりを告げるその光は、高層オフ

ィスビル街のガラス窓に差し込み、辺りをまばゆ

い金色に染めています。そのオフィス街から歩い

て行ける場所では、見ごたえのある現実のドラマ

が演じられています。 

先ほどからライオンが丈の高い草の中に身を隠

し、草をはむインパラに忍び寄っています。危険

を察知した若いインパラは突然駆け出し、ライオ

ンはそのすぐ後ろを追いかけます。緊迫した激し

い狩りの始まりです。成功すれば、ライオンはい

わゆるジャングルのおきてを適用して、この不運

な動物に死刑を宣告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした勇壮な狩りは、ケニアの首都ナイロビ

のすぐ外にあるナイロビ国立公園で、毎日繰り返

されています。その公園にいる動物たちにとって、

人間は最も身近なお隣さんです。なんと 1962年に

は、ライオンが高級ホテルの外をうろついていた

こともありました。かつての広い縄張りを取り戻

したかったのかもしれません。どのようないきさ

つで、野生動物と都市生活者が居住地を分け合う

ようになったのでしょうか。 

 

問題の多い始まり 

公園を設けるのは、容易な仕事ではありません

でした。動物たちに保護の行き届いたすみかの恩

恵が及ぶまでには、幾つかのハードルを乗り越え

なければなりませんでした。20 世紀になるまで、

動物たちは邪魔されることなく東アフリカの広い

地域を行き巡っていました。土地の人々は、野生

動物と常に密接なつながりを持ち、家畜を野生動

物のすぐ近くで放牧していました。特定の野生動

物を名誉家畜とみなす人たちさえいました。 

ところが、大物をねらうハンターたちがライフ

ル銃を持ってケニアへ押し寄せ、その多くができ

るだけたくさんの獲物を仕留めようとしました。

その中には、元米国大統領セオドア･ルーズベルト

もいました。博物標本を集めるために 1909年にケ

ニアへやって来たのです。600 人もの運搬人やプ

ロのハンターを引き連れたルーズベルトは、500

頭を超える動物を殺し、その皮を本国に送りまし

た。同じころ、よく知られたハンターがもう一人

いました。英国皇太子エドワードです。こうした

人たちの行動の結果、大物をねらった狩猟旅行が

盛んになりました。もちろん、旧来の弓矢より弾

丸のほうがスピードがあり、正確にねらいを定め

ることができました。 

有名な“狂気の鉄道”（ケニアとウガンダを結

ぶ鉄道は当時そう呼ばれていた）が完成すると、

ナイロビの周辺が開けて人々が定住するようにな

り、動物たちの自由な動きはますます制限される

ようになりました。動物の完全な追放が迫りつつ

ありました。 

しかし、1930年代になると、動物の保護を呼び

かける声が上がります。そうした活動家の中に、

当時の猟区管理人アーチー･リッチーと会計士の

マービン･カウィーがいました。二人は会議や新聞

記事を通して、国立公園を設けるよう植民地当局

に訴えました。動物を勝手気ままに殺すことを、

なくせないとしても、少しでも減らすためです。

政府はその案の採用に乗り気ではありませんでし

た。東アフリカで最大の都市型居住地になりつつ

あった地域で、動植物を保護するためだけに土地

を使う気構えができていなかったのです。 

保護のための努力はさらに痛手を受けます。第

二次世界大戦中、軍隊の演習により、いま公園の

ある土地が痛めつけられたのです。動物も戦争の

犠牲になりました。その地域に常に兵士がいるよ

うになったため、動物は人間を恐れなくなり、人

食いになる危険性が増したのです。そうした事態

を回避するために、ルルという有名な雌ライオン

とその愛らしい子どもたちを含む動物が何頭も殺

されました。 

しかし、当局の考えが変化し、その結果として

多くの障害は克服され、自然保護論者たちは目的

を達成しました。ついに 1946年 12月 16日、長い

嵐のような計画期間を経て、当時ケニアの植民地

総督だったフィリップ･ミッチェル卿による宣言

書の署名をもって、ナイロビ国立公園が誕生しま

した。東アフリカで最初の国立公園です。 

 

「ナイロビ国立公園 

－動物たちが自由に動き回る場所 

（ケニアの“目ざめよ！”）執筆員」より 

Photo by Takagi 

インパラの群れ  Photo by Takagi 
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訪問者の楽園 

東アフリカにある他の自然動物保護区と比べる

と、ナイロビ国立公園はそれほど大きくありませ

ん。推定面積は 117 平方㌔で、主な入口はナイロ

ビ市の中心から 10 ㌔も離れていません。しかし、

小さいからこそ有名なのです。この鳥獣保護区の

ような景観を呈する場所は、地上にあまりありま

せん。急速に発展するナイロビ市と、アフリカの

未開墾地が、類例のないコントラストを作り上げ

ているのです。 

公園が小さいため、訪問者は、ゾウ以外の大き

な動物のほとんどを、他の広大な公園や保護区の

場合よりも集中的に見ることができます。哺乳類

は 100 種、鳥類は 400 種余りいます。この公園は

ナイロビ国際空港に入る航空路の近くにあります。 

ナイロビを訪れる人は、市内の近代的なホテルの

快適さを後にし、そびえ立つオフィスビル群を車

で通り過ぎてから何分もしないうちに、昔ながら

の平野や低木地帯や森林にたどり着けます。そこ

では、ライオンや他の肉食動物が活動する様子を

見ることができます。きらめく摩天楼を背景に、

それらの捕食動物が獲物を追いかける光景は、そ

う簡単には忘れられません。 

公園には、アフリカスイギュウ、ヒョウ、チー

ター、キリン、サル、何百頭ものアンテロープ、

絶滅の危機にある珍しいクロサイなどの野生動物

があふれています。これらのほとんどは定住して

います。2月と 3月および 8月と 9月の乾期には、

ヌーなどの移動してくる動物の大群が、公園内の

多くの水たまりの周りで見られます。 

ヒッポ･プール（カバの池）と呼ばれる幾つかの

水たまりには、日中ずっと、樽のような巨体を持

つカバの群れが潜んでいますが、夜間には草を食

べに出てきます。それらの水源の周囲には指定さ

れた自然遊歩道があり、歩いて散策することがで

きます。しかし、そうした散策は非常に危険な場

合があります。肉食のワニがすむ水たまりもある

からです。そうとは知らない訪問者は、水辺で寝

そべっているワニに気づかないかもしれません。

ワニのえじきになってしまわないように、訓練を

受けた公園保護官と一緒に歩くのが賢明でしょう。 

鳥類の一覧表は、さながら鳥の世界の名士録の

ようです。現存する世界最大の鳥で、頭高が 2 ㍍

を超えるダチョウも、ここにすみついています。

都会の空高く舞っているのは、腐肉をあさるので

ひどい汚名を着せられているハゲワシです。この

鳥は、死肉を片付けることによって公園の環境改

善に一役買っています。死肉が放置されるとバク

テリアが繁殖し、他の動物に害を及ぼすのです。 

ショキカンドリを見かけることもあるでしょう。

この鳥の耳の後ろにある冠羽は、昔の書記官が使

った羽根ペンを思わせます。この鳥はいつも慌て

ていて、次から次へと大急ぎで約束を果たしてい

るように見えます。ほかにも、シュモクドリ、カ

ンムリヅル、クラハシコウ、アマサギなどの鳥が

います。 

この公園は、小さめではありますが、生態学上

の傑作です。西側は森林が土地のほぼ 6％を覆い、

年間 700 ㍉から 1,100 ㍉の雨が降ります。そこに

は、ケープ･チェスナットや美しいクロトンなど、

たくさんの木が生い茂っています。南側と東側を

占めているのは、広い平野、峡谷、丘陵で、降雨

量は 500 ㍉から 700 ㍉です。レッド･オート･グラ

ス、バラノス、アロー･ポイズン･ツリー、数種類

のアカシアなどが見られるその地域は、まさにサ

バンナの環境です。 

見過ごせないのは、谷底まで 100㍍ほどもある、

切り立った見事な岩壁です。大のロッククライミ

ング好きでも登るのは大変でしょう。もちろん、

挑戦する気があればの話ですが。 

 

危機にさらされる公園 

野生動物の保護に関連する多くの問題には、一

つの共通した特色があります。それは、人間です。

人間の“開発努力”のために、ナイロビ国立公園

はやがて忘れ去られてしまうかもしれません。ナ

イロビ市、つまりこの公園の名声を世界的なもの

にした都市は、拡大を続けて動物たちを隅へと追

いやっています。都市部に住む人々が増えるにつ

れ、土地の需要は高まり続けますが、動物たちに

は抵抗のすべがありません。近隣の工場から出る

廃液も、公園内のあらゆる生物を脅かしています。 

公園の存続に欠かせない別の要素は、一部の動

物の移動ルートを確保することです。動物が市内

に迷い込まないように、公園の大部分はフェンス

で囲われています。農業や牧畜の発展によって、

公園の南側に残っている狭い通路もふさがれつつ

あります。完全に閉鎖されてしまうなら、悲惨な

結果になりかねません。草地を求めて出て行く動

物たちが、二度と戻って来られなくなるかもしれ

ないのです。移動ルートを守るために、国内の主

要な自然保護機関であるケニア野生生物サービス

は、公園に隣接する土地を賃借しました。このよ

うに問題を抱えてはいるものの、ナイロビ国立公

園は毎年非常に

多くの訪問者を

引き付け、魅力的

なコントラスト

で楽しませ続け

ています。 

 Photo by Takagi 
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誕生日祝福（6月分） 

山田章博親睦活動副委員長   

加籐則之君（ 7日） 

水野憲雄君（24日） 

 

夫人及びご主人 

河西あつ子君（ 6日） 

服部 貴夫人（ 8日）  

三谷栄一夫人（12日）  

横井 知代君（22日） 

鶴見治貞夫人（29日） 

 

結婚記念日祝福 

佐藤雅彦君（28日） 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年交換だより 

6月 6日、青少年交換派遣学生の中西里

緒さんから、5月のマンスリーレポート 

 が届きました。 

 

こんにちは。中西里緒です。 

皆さん、お元気でしょうか？ 

5 月は 20℃後半の日もあり、

最近はＴシャツに短パンで

過ごす日が増えてきました。

5 月 13 日には海外ドラマで

見て憧れていたプロムに女

友達と行ってきました！ 

プロムには日本から持って

行った薄緑色のロングドレスを着ました！ 

学校をお昼に早退したのですが、学校の 3 分の 2

くらいの生徒が同じ時間に早退したため、早退時

には事務所が生徒であふれかえっていました！ 

早退後は友達とお昼を食べに行ってお家でメイク

や化粧などしつつ、夜ごはんタイムにはお家のお

庭でステーキをいただきました。 

そのあとは湖に写真を撮りに行ってから学校にむ

かいました。開演までの時間はみんなとの写真撮

影会をしてダンスパーティーに行ってきました！

9 月の終わりに行ったホームカミングでは友達が

まだまだいなく、2、3人としか写真を撮らなかっ

たのですが、今回はたくさんの友達が声をかけて

くれてたくさんの友達と写真を撮ることができま

した！ 

次の日から 2

日間はディ

ストリクト

カンファレ

ンスに行っ

てきました。

ディストリ

クトカファ

レンスでは

この 1 年間

についての

プレゼンテ

ーションを

発表しまし

た。また、日本国歌を歌ったりソーラン節を踊っ

てきました！ プレゼンはスライドのほうがうま

くいかず少しショックでしたが、国歌やソーラン

節を楽しくできて、皆さんともたくさん話ができ

てすごく楽しかったです！ 

学校は最後の月になりテストや最終プロジェクト

に追われていました。また、陸上部も無事終わり

ました！ そして 6 月 2 日には卒業式に参加して

きました。卒業式は日本のとは違い 1 人ひとりが

ステージを歩き卒業証書をもらいました。これで

アメリカでの学校生活が終了しました！ 学校が

伊藤幸蔵副会長 

3拍子がお好き(?) 

幅辰雄君 

転勤される 

佐藤雅彦君 

松本浩義会員増強副委員長

と新入会予定の中村陽介氏 

マライアさんと三谷栄一会長 

 ありがとうござい

ました。新任の中村

をどうぞよろしく。 
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次回例会 

 第 3064 回 ’16 年 6 月 17 日（金） 

≪クラブアッセンブリ≫ 

 

お知らせ 

■第 16回津島東高校ＩＡＣ例会 

 と き：6月 17日（金）16：00 

 ところ：津島東高校（北館 2中教室） 

始 ま っ て

か ら 半 年

く ら い は

恥 ず か し

さ の せ い

で な か な

か友達を作ることができず

1人ぼっちで、よく夜に泣き

ながら(日本の)お母さんや

友達と話をしてました。また

このころはなかなか友達が

できない、こんな学校なんて

嫌だと思っていましたが、ク

ラス内でのプロジェクトや

実験、解剖などのグループ作

業を通してや、授業中のちょ

っとした時間にお喋りをするようになってから、

だんだん廊下のすれ違いざまに“Hi”と言い合う

友達が増えていき、少し自分から話をしてみたり、

日本の話や学校の話をする内にたくさんの友達が

できていき、その友達と出かけたりプロムにも行

くことができ、今は心からその友達と毎日会えた

学校が恋しいです！ 4 年間みんなと過ごしたか

ったと思えるくらい楽しい 1 年だったと今は思い

ます！！ 

私はみんなに支えられて英語以外にもたくさん成

長することができました！ そんなアメリカの友

達が大好きです💓💓💓 1 年前の学校が始まった

頃を思い出すと今の自分が信じられないくらいい

ろんなことがあったけど、素敵な学校生活を送れ

たことに感謝しています。 

 
ロータリーニュース(6月 1日) 

 

韓国で 6月 1日（水）に開催され

たロータリー国際大会の最終日、

K.R.ラビンドラン国際ロータリ

ー会長が、30 歳でポリオに感染

した自身の母親について、KINTEX

会議場（韓国、高陽市）を埋め尽

くした聴衆に語りました。 

母親がポリオに感染したのは、ラビンドラン会長

が 11歳だったときのこと。母国スリランカで、あ

る朝に目覚めた母親は、体のだるさと息切れを感

じました。座ろうとすると、足が動かないことに

気づきました。ポリオウイルスがあっという間に

神経系を侵し、足がまひしていたのです。 

すぐさま入院し、呼吸をするために「鉄の肺」に

入れられました。医者からは、もう二度と歩くこ

とも、人口呼吸器なしに生きることもできないか

もしれないと告げられました。しかし、1963年当

時のスリランカには、人口呼吸器を備えている病

院はありませんでした。 

母親が入院した日の晩、ロータリー会員だった祖

父は、自宅の居間でクラブ委員会の会合を開きま

した。仲間の会員たちは、なぐさめる代わりに、

仕事の知識や人脈を生かして、人口呼吸器を確保

するためにすぐさま行動を起こしました。銀行マ

ネジャーだった会員は、政府の高官に電話をして、

すぐに海外に送金できるよう計らいました。スイ

ス航空のマネジャーだったもう一人の会員は、人

口呼吸器を輸送する手はずを整えました。こうし

て、翌日には人口呼吸器が病院に届いたのです。 

「当時のスリランカでは何もかもお役所主義でし

たが、ロータリアンたちはこれを取り払ったので

す」と、会長は振り返ります。母親の入院生活は

1 年半続きましたが、徐々に回復し、退院時には

歩行器を使って自身の足で歩くことができました。 

「53年前、おそらくロータリアンによってポリオ

から命を救われた最初の 1 人が、私の母だったの

でしょう。以来、私たちは何百万という人の命を

救ってきました」とラビンドラン会長。「今晩、

母の息子として、そしてロータリーの会長として、

皆さまの前に立ち、ロータリーが"ポリオのない世

界"という永遠のプレゼントを贈る日が近づいて

いること、しかもそれは、数年先ではなく、数カ

月先かもしれないということを申し上げます」 

前日の本会議では、米国疾病対策センターのレベ

ッカ・マーティン氏も「ポリオ撲滅が非常に近づ

いている」と述べました。この本会議の前には、

ロータリーが 3,500 万ドルの追加補助金をポリオ

撲滅活動に投入しました。 

ロータリー史上最高となる 43,000 人の出席者を

記録した今国際大会では、150 カ国以上から人び

とが集まりました。ラビンドラン会長は、会長と

して最後のスピーチで、ロータリアンであること

の真の意味は何なのかを強調しました。 

「この地球上には、皆さんの懸命な努力のおかげ

で、より良い人生を送れるようになった人が大勢

います。その人たちが私たちの存在に気づいてい

なくても、私たちの名前さえ知らなくても、それ

は問題ではありません。大切なのは、皆さんの活

動が人びとの人生に触れ、それによって人びとが

より健康で幸せになったことです」 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

ロータリー会長 

 母の思い出とポリオについて語る 

開催中のロータリー大会に出席 
 


