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 本日の行事予定 (2018 年 11 月 9 日) 

第 3173 回例会 

卓話担当：飯村理君 

演  題：「ＡＩの進化が与える影響」 

 
先回の記録 

第 3172 回 ’18 年 11 月 2 日（金）晴れ 

卓話担当：ロータリー財団委員長 

八谷順一君 

講  師：地区ロータリー財団委員会副委員長 

    佐々木久直君(一宮ＲＣ) 

演  題：「ロータリー財団 

         今、やるべきこと」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー  鈴木吉男君 
会 員 総 数  65名   10月 13日例会分訂正 
出席免除会員  21名   欠 席 会 員    17名 
本日出席会員  56名   MAKEUP会 員     7名 
本日の出席率 86.15％  訂 正出席 率  94.83％ 
超 過 出 席 伊藤哲朗君、吉田康裕君、猪飼充
利君、田中正明君（社会奉仕委員会）、伊藤哲朗
君、吉田康裕君、加藤則之君、中野義光君、前田
昭生君（青少年奉仕委員会） 

 

会長挨拶 

伊藤哲朗会長 

最低気温が 10℃を切ると、

かなりの寒さを感じます。

いよいよ冬を思わせる季節

がやってきました。私共に

とってはありがたいわけで

して、いわゆるふとんが売

れるわけであります。寒さ

はほどほどにと思う反面、寒くなって欲しい、と

いう複雑な心境であります。是非とも、温かくし

て眠っていただきたいと思います。 

 さて、季節がこうなったので、羽毛ふとんにつ

いて、少々お話をさせていただきます。羽毛につ

いては、みなさんもご承知おきかもしれませんが、

大別しますと、ダックとグースに分けられます。

ダックは、その名のごとくアヒルの羽毛でして、

グースはガチョウの羽毛であります。品質は、一

般的にグースの方が上でありまして、例外がある

とすれば、ダックでも環境のいい所で育ち、よく

生育しているものや、アイスランドで取れるアイ

ダーダックと呼ばれるものは価値が高いです。 

 アイダーダックのおふとんには 0.3㎏入り、0.5

㎏入り、1 ㎏入り、1.2 ㎏入りがあるのですが、1

㎏入りで、100 万円以上の価格がついています。

夏涼しく冬暖かい、天然の洞窟をつくってくれる、

羽毛ふとんの最高峰です。 

 ところで、近年、ダックダウンが値上がり気味

で、先日のジャパネットの価格をみても、ダック

ダウン 90％1㎏入りで 29,900円でしたので、かな

り高くなったなあと思います。もちろん、アイダ

ーダックも値上がりしていまして、西川は、0.3

㎏入りの肌ふとんを、0.25㎏入りに羽毛を減らす

計画をしています。 

 また、羽毛が獲れる産地としては、産地証明が

義務付けされるようになってから、かなりモラル

が守られるようになりましたが、怪しげなものも

あります。ヨーロッパ産とうたうのですが、途中

のせんもうで中国などを経由しますと、混ざって

しまうこともままありましたので、品質について

は、本当に注意が必要になります。 

 羽毛の話はきりがありませんので、これぐらい

にして……。今月はロータリー財団月間で、八谷

財団委員長の担当です。地区の佐々木副委員長か

らお話をお聞きします。みなさんもご承知のよう

に財団に寄付して、そのうちの一部が地区補助金

として、先日の茶会の事業費の一部に送られてき

ていますし、台北滬尾ロータリークラブとの事業

につきましては、グローバル補助金として送られ

てきています。 

 本日は、そういった仕組みなど、今、ロータリ

ー財団が取り組まれている内容につき、お話がお

聞きできると思います。 

 来週は、蒲郡の地で地区大会が開催されます。

私共は吉田幹事共々、10日、11日の両日に出席い

たします。11日は、10数名の方の出席と聞いてお
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りまして、そのあと幅クラブ奉仕委員長にお願い

しまして、津島ＲＣの懇親会を名古屋に準備させ

ていただきました。蒲郡に行けなかった方も含め

て、「パルスコミュニケーション」したいと思い

ます。大勢、ご参加ください。 

 
幹事報告 

吉田康裕幹事 

 本日の例会終

了後、理事会を

開催します。役

員、理事、委員

長の皆様はご

出席をお願い

します。 

 「第 6 回ワールドフード＋ふれ愛フェスタ」へ

のご参加ありがとうございました。忘れ物等が

ありましたので、心当たりのある方はお申し出

ください。 

 11月 4日（日）、2760地区ＲＬＩ会長エレクト

研修が開催され、伊藤幸蔵会長エレクトが出席

する予定です。 

 本日は、『ロータリーの友』11 月号を配布し、

『ガバナー月信』及び『The Rotarian』各 11

月号を回覧しています。これらは地区のホーム

ページからも閲覧できますので一度ご覧になっ

てください。 

 11月 7日（水）の第 5回地区職業奉仕委員会に、

浅井彦治地区委員が出席する予定です。 

 
ニコボックス報告 第 3172回分 

柴田伸彦ニコボックス委員長 

佐々木久直地区ロータリ

ー財団委員会副委員長（一

宮ＲＣ） 本日は例会の貴

重なお時間を、財団月間の

卓話にお招きいただき誠に

ありがとうございます。ま

た、平素より財団へご協力

をいただき、重ねてお礼申

し上げます。本日はポリオ

撲滅を中心に卓話させてい

ただきます。よろしくお願いします。 

伊藤哲朗会長、山田勝弘副会長、吉田康裕幹事 

①本日の卓話講師に地区ロータリー財団委員会 

副委員長の佐々木久直君をお迎えして。②八谷順

一ロータリー財団委員長、本日の卓話よろしくお

願いします。 

飯村理君、稲川明俊君、加藤隆朗君、加東育郎君、

篠田廣君、住田正幸君、高木輝和君、野尻栄一君、

八谷順一君、余郷達也君 本日の卓話の講師に地

区ロータリー財団委員会副委員長の佐々木久直氏

をお迎えして。 

八谷順一君 本日卓話を担当します。よろしくお

願いします。 

伊藤哲朗君、相羽あつ子君、宇佐美三郎君、柴田

伸彦君、幅辰雄君、水野憲雄君、山田公男君 10/27、

28のＷＦＦ盛況でした。ご来場ありがとうござい

ました。 

伊藤幸藏君 ＷＦＦ楽しかったです。 

浅井賢次君 ①2 ヶ月間、司会を担当することに

なりました。よろしく。②伊藤会長、庄司さん、

佐藤さんに「ワールドふれあいフェスタ」で大変

お世話になりました。③投稿コーナーに記事をの

せていただきました。 

宇佐美三郎君 先日、伊藤哲朗さん、加藤則之さ

んにお世話になりました。 

大河内勝彦君 月見茶会の折、相羽先生にお世話

になりました。 

河西あつ子君 お久しぶりです。 

則武克也君、中野義光君、猪飼充利君、坂井裕君 

ウィークリーに写真が載りまして。 

加藤則之君、前田昭生君、稲垣宏高君、安江正博

君 その他。 

 

卓 話 

卓話担当：ロータリー財団委員長 

八谷順一君 

講  師：地区ロータリー財団委員会副委員長 

    佐々木久直君(一宮ＲＣ) 

演  題：「ロータリー財団 

            今、やるべきこと」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日は、財団月間にお招きいただき、ありがと

うございます。私は今年度地区ロータリー財団副

委員長の佐々木久直と申します。一宮ＲＣより出

向しております。日ごろから地区財団の活動に多

大なご協力とご支援をいただき、誠にありがとう

ございます。また、今年度は、8月 30日、9月 10

日、11 日の 3 日間で、事務局及び補助金申請担当

者向けの「補助金セミナー」を行い、ご参加いた

だき誠にありがとうございました。『補助金制度

ハンドブック』は毎年更新されますので、今後も

ご確認をお願いいたします。 

 津島ロータリークラブ様におかれましては、上

期の年次寄付を 1人当たり 163.08ドル、使途指定

寄付（ポリオプラス寄付）は 1人当たり 107.11ド

ルとの多額の寄付をご協力いただきました。誠に

ありがとうございました。 
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 当地区の昨年度実績は 1人当たり 152.24ドルで

した。皆様のご協力で、当地区における地区補助

金の利用状況は、ここ数年は補助金総額 2,000 万

円以上、約 70％のクラブからの申請が出されてい

ます。今年度の当地区の寄付目標は、年次基金寄

付は 1 人当たり 150 ドル、ポリオプラス使途指定

基金への寄付は 1人当たり 30ドル、新ベネファク

ターがクラブ当たり 1 名増となっています。引き

続き今期も 1 人頭 150 ドル以上を維持し、当地区

の地区補助金の総額が減らないように、ご協力を

お願い申し上げます。 

 国際ロータリーは、「永久にポリオを撲滅する」

を最優先項目とし、ポリオへの使途指定寄付の年

間 5,000万ドルを目標としています。2018年から

2020年の 3年間に、ロータリーの寄付金年間 5,000

万ドルに対し、メリンダ＆ビル・ゲイツ財団が 1

億ドルを供出することを宣言。3 ヵ年では 4 億

5,000万ドルの寄付が目標となっています。ポリオ

撲滅は夢物語と思われていましたが、常在国もい

よいよパキスタンとアフガニスタンの 2 ヵ国のみ

となり、パキスタンも国を挙げて撲滅に取り組ん

でいます。国際ロータリーの悲願であった、ポリ

オ撲滅まで「あと少し」です。ポリオプラス使途

指定基金への寄付の「1人当たり 30ドル」のご協

力をお願い申し上げます。 

 本日は、貴重な機会をいただき、卓話をさせて

いただき感謝申し上げます。財団委員会は、「四

つのテストを指標とするロータリアンスピリット

で、各クラブの皆さまが支援を必要とする地域や

国のニーズに毅然と取り組む」お手伝いをいたし

ます。今後とも地区財団委員会へのご理解とご協

力をお願い申し上げます。ご静聴ありがとうござ

いました。 

 
誕生日祝福（11月） 

伊藤誠親睦活動副委員長 

余郷達也君（ 1日） 

堀田力男君（ 8日） 

高木輝和君（12日） 

後藤 務君（15日） 

根﨑健一君（22日） 

神谷里明君（27日） 

前田昭生君（28日） 

 

夫  人 

山田勝弘夫人（11日） 

 

結婚記念日祝福 

伊藤 彰浩君（ 3日）  野々山勝也君（ 4日） 

稲川 明俊君（ 5日）  服部  貴君（10日）   

長田 一郎君（11日）  佐藤 敬治君（16日）   

加藤 隆朗君（18日）  根﨑 健一君（23日）   

三谷 栄一君（25日） 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

じっくり味わう(?) 

野尻栄一君 

則武克也君 

先月逝去された余郷利彦君

のお別れの会についてお話

しする余郷達也君 

山田勝弘副会長 

今月と来月の司会 

浅井賢次会場委員 

高木輝和君 

ピアノ演奏の横井知代君 

ソングリーダー 

鈴木吉男君 

まったりと談話する 

宇佐美三郎君と浅井彦治君 
うとうと夢の世界へ 

山本達彦君 

 12 日は私

の誕生日

ですわ 

 久しぶりの 

ウ・ナ・ギ 

 ❤ 



     

 

- 4 - 

第 3173 回例会                                                               

次回例会 

■第 3174 回 ’18 年 11 月 16 日 (金) 

卓話担当：則武克也君 

演  題：「私の半生 

～京都の文化を交えて～」 

 

」 

 

   

 

お知らせ 

■戦略特別委員会 

と き：11月 19日（月）18：30～ 

ところ：魚しま 

 

■クリスマス家族例会試食会並びに委員会 

と き：11月 22日（木）18：00～ 

ところ：ホテルナゴヤキャッスル 

 

■休会 

 11月 23日(金) 国民の祝日 

         (勤労感謝の日) 

 

■例会変更（第 3175 回例会） 

11月 30日(金) → 12月 2日(日) 
 「津島ロータリークラブ杯 

“特別振興”空手道大会」 

 時 間：10：00～17：00 

 (例会)：12：30～ 

 場 所：愛西市親水公園総合体育館 

 その他：出欠回答締切 11月 22日 

 

■ＩＭ 

と き：2019年 2月 16日（土） 

ところ：名古屋マリオットアソシアホテル 

    16階タワーズボールルーム 

その他：出欠回答締切 11月 22日 

 

 

 

 

第2760地区ホームページ「特別寄稿」 

（2018年10月） 

 

第2760地区パストガバナー（2007-08） 

 江崎柳節君（小牧ＲＣ） 

0-5歳の小児期で最も忌まわしい疾患であるポ

リオの撲滅をロータリーが世界のこどもに誓い、

立ち上がったのは1985年、ロータリーが創立80周

年を迎えた年に遡ります。 

ポリオの起炎菌は1型から3型の3種のビールス

であり、好発部位はヒト脊髄灰白質前角で、感染

直後から運動筋、骨の弛緩麻痺と発育不全を来す

もので延髄領域、呼吸筋麻痺に及べば、当時世界

中に準備された鐵の肺の適応になるが、これは生

命の危機を意味するものでありました。 

125ヶ国で年間40万人の発症のポリオ撲滅に立

ち向かうロータリーのパートナーとして国連機関

であるＷＨＯ（世界保健機関）、ＵＮＩＣＥＦ（国

連児童基金）、そしてＣＤＣ（アメリカ疾病対策

センター）がこれに呼応し、1988年、世界ポリオ

撲滅推進活動（ＧＰＥＩ）として始まりました。

その後2009年、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団がロ

ータリーに強力な支援者として加わりました。ビ

ル・ゲイツ一家はポリオ患者を抱え、先代共々シ

アトルのロータリアンであり、支援基金は常にロ

ータリーに向かって行われています。 

 「何故ロータリーがポリオであったのか」。こ

れは当時からある部分の会員から投げかけられて

いた疑問でした。曰く「医学団体でもないロータ

リーが」、「いつまで続くんだ」などなど。 

30年以上経った今、ロータリアンはわかってい

ます。 

「他でできない本当のニーズに応えるロータリー」 

「グローバルな立場で影響力を有するロータリー」 

「多様な専門分野集団ロータリー」 

「延べ20億人の子供に免疫賦与をする実践力のロ

ータリー」 

「長期的な変化と情熱と不屈の精神のロータリー」 

「未来の人類に方法論の遺産を示すロータリー」 

「2滴の経口投与で確実に予防できる免疫機構」

「世界のリーダー、組織とのパートナー・アビリ 

 ティー」 

等々、ロータリーの覚悟には神も味方しています。 

2018年9月4日現在、パキスタン3例、ナイジェリ

ア0例、アフガニスタン12例。そして残る撲滅のた

めの予算は15億ドル不足と、2017年の国際大会（ア

トランタ）で報告されました。直後ステージ上で、

ＧＰＥＩと27の国家から12億ドルの支援の誓約が

披露されました。残る3億ドルはロータリーが毎年

5,000万ドル、ゲイツ財団が１億ドル、3年間の上

乗せをロータリーに宣言しております。世界中の

注目と1例の発症も漏らすまいと、遺伝子検査で応

える独立監視機構（ＩＭＢ）に守られながら、ロ

ータリーは世紀のカウントダウンを迎えています。

我々は「ロータリアンはInspiration」で最後まで応

えましょう。 

 

【江崎柳節君の役職】 

〇ポリオ撲滅のためのゾーン・チャレンジ・コー

ディネーター（2009-12） 

〇ロータリー財団地域コーディネーター

（2012-15） 

〇ロータリー日本財団理事（2015-現在） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポリオ撲滅・ 

世紀のカウントダウン 
 


