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本日の行事予定 (2018 年 3 月 2 日) 

第 3142 回例会 

卓話担当：加藤隆朗君 
講  師：愛知県蟹江警察署刑事課 

刑事課長 警部 小畑勝義氏 
演  題：「逮捕とヤクザ」 

 
先回の記録（例会） 

第 3141 回 ’18 年 2 月 23 日（金）晴れ 

卓話担当：稲川明俊君 

講  師：鳥居薬品㈱名古屋支店 

    尾張チーム医薬品情報担当者 

    及川真志氏 

演  題：「舌下免疫療法」 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

ソングリーダー  田中正明君 

会 員 総 数   66名   2月 2日例会分訂正 
出席免除会員   21名     欠 席 会 員   12名 
本日出席会員   53名    MAKEUP会 員    4名 
本日の出席率  80.30％  訂正出席率  98.31％ 
超 過 出 席  佐藤敬治君、伊藤哲朗君、猪飼充
利君、幅辰雄君、飯村理君、伊藤誠君、加藤隆朗
君、杦田勝彦君、寺田晏章君、寺島淳一君、山田
勝弘君、横井知代君（第 11回役員・理事・委員長
会議）、佐藤敬治君、伊藤哲朗君、猪飼充利君、
伊藤誠君、三谷栄一君、柴田伸彦君、高木輝和君、
寺島淳一君、横井知代君（国際奉仕・親睦活動合
同委員会） 

 

会長挨拶 

佐藤敬治会長 

こんにちは。寒さも和らいで

きましたが、体調維持には十分

気をつけてお過ごしください。 

 ピョンチャン（平昌）オリン

ピックも連日、日本選手の活躍

で賑っております。今日も入れ

て残り 3 日間ですが、メダル獲得できそうな種目

があり、応援に熱が入るものと思います。 

 先日来、浅井賢次さんが例会の始まる前に各メ

ンバーと握手していただいています。お聞きする

とウィーンへの旅行時に、あちらのクラブへメー

キャップされた時に会員相互で握手するのが習慣

になっているとのこと。それを当クラブでも挨拶

代りに浅井さんが実践しておられます。お礼申し

あげます。 

今日は、挨拶のお話をいたします。世界各国で

様々な挨拶の仕方があります。 

○挨拶 

 おじぎ……日本・韓国 

  綺麗な姿勢で立ち、相手に向かって、手を膝

のあたりに持っていきつつ、腰を折り曲げる

挨拶です。・ 

   会釈  15度ほど傾ける 簡単な 

   敬礼  30度ほど傾ける 一般的な 

   最敬礼 45度ほど傾ける 丁寧 

   90度ほど傾ける 身分の高い人に対する 

 抱き合う、ハグ……アメリカ・ヨーロッパ 

  親しい間柄の挨拶、しばらく会わなくなる前

や、久しぶりに再会した時に、名残惜しさや、

うれしさを表現するために行う。 

 手を合わせる……インド・ネパール・タイ 

  会った時や、別れる時 

○珍しくて面白いジェスチャーの挨拶 

 手でグーを作り、合わせる……ジャマイカ 

  友情を表す挨拶 

 鼻と鼻をつける……ニュージーランドのマオリ族 

  信頼の証  鼻には、命の伊吹、魂が宿ると

されています。 

  イヌイット（エスキモー）。口でキスをする

と、唾液が凍りついてしまうた 

        め、代わりに鼻で。 

 手を取りおでこにつける……フィリッピン 

  ブレスという挨拶で、目上の人に対して、尊

敬の念を表します。 

 舌をだす……チベット 

  相手を敬う気持ちが込められています。 

 ツバを相手の手にはきかける……東アフリカ  

ツバには、魔除けの意味や「良いことがやっ

てきますように」という意味が込められてい

ます。 
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 ある家族の話をいたします。私の友人で、仕事

一筋人間、社会貢献事業も精力的に行っている人

間がいます。家庭は奥さんまかせ、明け方に帰っ

てくることも珍しくなく、「心が家庭に向いてい

ない」典型的な男でありました。ある時、保険会

社のサービスで、家族写真でカレンダーを製作し

てくれる企画があったのですが、出来上がったカ

レンダーを見てみると、旦那さん自身が写ってい

なかったそうです。奥さん始めお子さん方は、全

く意識せずにその写真を選んでいまして、家族の

団欒に主人がいないことが既に当たり前になって

いたので、意地悪をしたのでなく、自然とそうな

ってしまったそうです。それ以来、旦那さんは、

このままでは、家族がダメになると感じ、次の 3

つを心がけるように決めたそうです。 

1. 妻と意識的に会話をすること 

2. 妻を人間として尊敬し、「ありがとう」と

常に感謝すること。 

3. 家族に礼儀正しく挨拶をすること。 

“おはよう”ではなく“おはようございま

す”と。                   

それ以来、明るい挨拶が飛び交い、家庭円満な

生活を送ってみえます。 

ある家庭のお話をしましたが、挨拶がいかに大

切かというお話でした。家庭でも例会場でもお互

いに大きな声で挨拶しあうようにしましょう。 

 
幹事報告 

猪飼充利幹事 

① 本日は、台湾東部地震義援

金捻出のため、食事をカレ

ーライスに変更しました。

￥1,000/人×66 名を台北

滬尾ＲＣに送りますが、皆

様方のご理解ご協力に対

し感謝申し上げます。 

② 例会時にお聞き苦しいことが多々ありました

が、新しいアンプに交換して本日から使用し

ております。費用に関しましては理事会で承

認いただいた通り、津島毛織工業組合に機器

の購入をいただき津島ＲＣが半分を負担する

形を取りました。 

③ 次年度第 1回理事会が 3月 13日㈫、朝日寿し

で開催されます。 

④ 次週 3月 2日㈮に、第 12回 3月度理事会を開

催します。 

⑤ 3 月のロータリーレートは、＄1＝\108 です。 

 
ニコボックス報告 第 3141回分 

加藤隆朗ニコボックス委員長 

及川真志氏 （本日の卓話講師よりお車代をニコ

ボックスに喜捨していただきました） 

佐藤敬治会長、伊藤哲朗副会長、猪飼充利幹事 

①本日の卓話講師に鳥居薬品㈱名古屋支店尾張チ

ーム医薬情報担当者の及川真

志氏をお迎えして。②稲川明俊

君、本日の卓話よろしくお願い

します。 

稲川明俊君 本日卓話を担当

します。 

伊藤哲朗君、生田達一君、加藤

隆朗君、小林啓子君、柴田伸彦

君、杦田勝彦君、中村陽介君、余郷利彦君 平昌

オリンピック、日本のメダル金、3銀 5、銅 3、頑

張れ！ 日本!! 

宇佐美三郎君 住田さん、山田(勝)さんに商工会

議所に入会していただきました。また佐藤会長も

近々入会されます。 

長田一郎君 ①佐藤会長、猪飼幹事、住田先輩、

宇佐美先輩、在名古屋ミャンマー名誉領事館祝賀

会ではお世話になりました。②神谷先生、お世話

になります。 

大河内勝彦君 猪飼幹事にお世話になりました。 

伊藤幸蔵君 ロータリーゴルフ優勝しました。 

篠田廣君 コーチャン、優勝おめでとう。冬場の

ゴルフは難しいですね。 

坂井裕君 今日でカメラマン終わります。ご協力

ありがとうございました。 

相羽あつ子君、根﨑健一君 ウィークリーに写真

が載りまして。 

余郷利彦君、稲垣宏高君、伊藤祥文君、八谷順一

君、伊藤基君、河西あつ子君 その他。 

 

卓 話 

卓話担当：稲川明俊君 

講  師：鳥居薬品㈱名古屋支店 

    尾張チーム医薬品情報担当者 

    及川真志氏 

演  題：「舌下免疫療法」 

  

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは。本日はスギ花粉症の最新の治療法

でございます「舌下免疫療法（ぜっかめんえきりょうほ

う）」についてご紹介いたします。 

 スギ花粉症につきましては、現在日本人の 4 人

に 1 人が発症しております。治療法としては基本

となりますスギ花粉を避けること（マスクやメガ

ネの着用）、対症療法としての薬物療法（処方薬

や市販薬）、また手術療法等がございます。今回

紹介いたします治療法はこれら以外の治療法でご

ざいます「アレルゲン免疫療法（別称：減感作療

法）」です。 
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 アレルゲン免疫療法は別称の通り、からだをア

レルゲン、今回でいうスギ花粉に対して慣らし症

状を和らげたり、根本的な体質改善が期待できる

治療法です。アレルゲン免疫療法には「皮下免疫

療法」と「舌下免疫療法」があり、通院頻度の多

さや注射での痛みがある前者については今回紹介

を割愛させていただきます。 

 さて、「舌下免疫療法」について

ご紹介します。治療法は 1 日 1 回、

少量から服用をはじめ、その後決め

られた一定量を 3 ヶ月～数年にわたり継続して服

用します。服用ははじめの服用以外は全て自宅で

簡便にできるところが舌下免疫療法の利点となり

ます。長期にわたり正しく治療が行われると、鼻

や目の症状の改善だけでなく、寛解（根本的な体

質改善）も期待できます。また、小児から始める

と喘息の発症を抑制できる報告もあり、対症療法

にはない効果が期待できるのはこちらの治療法の

醍醐味と言えるでしょう。 

 最後に、この「舌下免疫療法」は特定の医療機

関でしか治療を受けられません。治療希望の際は

医師や薬剤師にまずはぜひご相談ください。 

 

～舌下免疫療法まめ知識～ 

【いつからはじめられるの？】 

スギ花粉が飛んでいる時期は、治療を新たに開

始することはできません。スギ花粉症の「アレル

ゲン」は「スギ花粉」であり、スギ花粉が飛んで

いる時期はアレルゲンに対する体の反応が過敏に

なっています。そのため、スギ花粉が飛んでいな

い時期に治療を開始します。 

【効果はどれくらいであらわれるの？】 

正しく治療が行われると、初めてのスギ花粉飛

散シーズンから効果が期待され、年単位で継続す

ることで最大の効果が得られると考えられていま

す。長期間、正しく治療が行われると、アレルギ

ー症状を治したり、治療終了後も長期にわたり症

状を抑えること、または症状が完全におさえられ

ない場合でも、症状を和らげ、お薬の使用量を減

らすことも期待できます。 

【気をつけることは？】 

アレルゲンを投与することから、服用時にアレ

ルギー反応が起こるおそれがあり、まれに強いア

レルギー症状が発現するおそれがあります。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
≪国府宮はだか祭≫ 

2月 28日(水)、尾張

大國霊神社の国府宮は

だか祭に、山田勝弘君が尾西ＲＣの水谷豊さん達

と一緒に赤褌で参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ロータリーニュース（1月 22日） 

 

 

 
 

メキシコ南部では、避けられないことが 2 つあ

ります。一つは、砂埃。砂漠の岩が粉になり、あ

らゆる隙間に入り込みます。膝の裏やまぶたのし

わにも埃がつきます。砂埃で咳をしながら眠りに

つき、朝起きるとベッドシーツの上に埃がたまっ

ています。二つ目は暴力。「野獣（Beast）」と呼

ばれる貨物鉄道で、私はその両方を目にしました。 

2015年 10月から 2016年 1月の間に米国メキシ

コの国境で拘束された人の中には、24,616の家族

がいました。そのほとんどは中米諸国から来た人

たちでした。これまで半世紀以上、貧困、数十年

にわたる内戦、そして最近では、残虐なギャング

から逃れて中米諸国から何百万人もが、メキシコ

国内を南から北へと移動します。避難民たちは「野

獣鉄道」に飛び乗り、遠くへと逃れようとします。 

メキシコ避難民の窮状を 

ロータリー奨学生がレポート 

伊藤哲朗副会長 根﨑健一会場委員 

横井知代親睦

活動委員長 伊藤誠国際奉仕

委員長 

吉田康裕 

次年度幹事 

 いよいよ 3月 13日(火)

に、次年度役員・理事・

委員長会議を行います。

よろしくお願いします。 
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次回例会 
第 3143 回 ’18年 3 月 16 日（金） 
卓話担当：中野義光君 
演  題：「空手の演武披露」 

お知らせ 

■休会 

3月 9日（金）定款 7-1 

 

  

2014 年 7月、メキシコ入国管理当局は、南の国

境計画を発表。しかしそれは、避難民が「野獣鉄

道」を使えなくするものでした。メキシコのエン

リケ・ペニャ・ニエト大統領は、この計画により

新しい経済地帯をつくり、歴史的に不安定なこの

国の南部国境を強化することによって避難民の人

権を保護する、と述べました。しかし現実には、

それとは反対に、暴力を受け、誘拐され、殺害さ

れる避難民の数が急増。臓器売買のブラックマー

ケットの犠牲になる人もいます。 

2015年の初め、私は、ロータリーのグローバル

補助金奨学生としての研究を終え、社会人類学の

修士号を取得しました。そこで学んだのは、メキ

シコの貿易と開発への取り組みが、人びとの生活

を安全にするどころか、より危険にしていること

でした。私は南メキシコに赴きました。 

メキシコ南部は、自給自足農業を営む貧しく小

さな農村集落で、避難民のほとんどは、メキシコ

南部出身者で、そこで麻薬や人身売買による暴力

の話を聞き、この地域に関心を持ったのです。 

私は避難民シェルターにしばらく滞在すること

にしました。そこでの生活は、私にとって衝撃で

した。病人やけが人が毎日のように到着し、重度

の脱水症状が大きな問題となっています。足の裏

の皮がむけるまで歩いてきた人もいます。ギャン

グがやってきて誰かを誘拐しようとし、シェルタ

ーの責任者がこれを制止したこともありました。 

私が到着した頃、「野獣鉄道」の路線沿いにあ

るシェルターの避難者数は、一晩あたり 400 人か

ら、100 人弱に減っていました。シェルター責任

者によると、中米諸国からメキシコに逃れる人は

年間約 40万人で、その数は減少していません。利

用者が減ったのは、出入国管理担当者が「野獣鉄

道」に近寄る人を無差別に拘束するようになり、

怖くてシェルターに近寄れなくなったからです。

安全だったシェルターが、立入禁止区域に変わっ

てしまったのです。 

私はシェルターで、まき割りや食事づくり、台

所の床そうじをしました。包帯を取り替え、難民

認定申請書を書く手伝いをしました。私は、北に

向かう避難民たちと一緒に生活し、移動しました。

そうしながら、彼らがなぜ逃れなければならなか

ったのか、どこに行きたいのか、途上で何が起こ

っているかを記録しました。 

私はここで、恐ろしい事実を知りました。政府

によるこの計画は、メキシコの国境を強化する代

わりに、従来の移住ルートを使えなくしてしまっ

たのです。そのルートは危険でしたが、秩序があ

り、見晴らすことができました。避難民たちは、

列車のどのあたりにギャングがいるかを把握して

いました。5 ドル～20 ドルの保護料を払う覚悟も

あり、安全のために団体で移動しました。近くに

はシェルターや赤十字、警察署さえもあり、助け

を求めることができました。 

しかし、南の国境計画でそれが一変。入国管理

官に見つからないように、避難民たちはジャング

ルの奥深くを何日も歩かねばなりませんでした。

避難民たちから金を奪っていたギャングは、ジャ

ングルまでついてきて金を奪い、拉致し、殺すこ

ともあります。   

南の国境計画は、開発の取り組みとしては失敗

でした。ロータリーの奨学生として、開発を別の

視点で見ることを学びました。国際支援とは貧困

をなくすことだと、多くの人は考えています。貧

困の削減を、お金がいくら使われ、収入があった

かで測ります。一方、開発人類学では、国際支援

を別の方法で分析します。私たちは、地域のニー

ズは何か、そのニーズは持続可能で、最終的に自

立し継続可能かを判断するために、取り組みの現

地での状況を深く観察します。   

私が避難民シェルターにいた時、善意のある団

体から、膨大な量の衣類がよく送られてきました。

しかし、実際のところシェルターのスペースが足

りないため、何百ポンドもある重い衣類を、責任

者がお金を払って廃棄しているのが現実です。 

シェルターが実際に必要としているのは、きれ

いな水であり、より良い配管や医療でした。イン

フラが必要なのです。浄水施設、機能するトイレ、

病院への移動手段、そして、これらを自力で維持

するための知識とスキルが必要です。   

「究極の目標は、そのようなインフラを必要と

しないこと。難民危機や暴力の問題を解決し、自

分の家に帰れるようにすること」です。 

ロータリーの 6つの重点分野は、これらの目標

とほぼ重なっています。お金が必要ですが、それ

よりも、彼らが継続して自立できるようにするに

は、異なる文化間の密な協力が必要となります。

ビジネスと地域社会のリーダーの世界的なネット

ワークを持ち、このような問題を理解した上で効

果的に対応できる団体が、ロータリーのほかにあ

るでしょうか。  

最大限の効果をもたらすには異文化から学ばな

ければならないことを、ロータリアンは理解して

います。グローバル補助金の奨学生である私たち

が、留学中、そして留学後に目指すのは、まさに

このことです。（Ｒ財団グローバル補助金奨学生

リーバイ・ヴォンクさん） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


