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■ 斉唱
「手に手つないで」

■ 会長挨拶
ポール・ハリスは 1868 年生まれです。すでに気が付

■ 司会

かれた方もいらっしゃるかと思いますが、日本では大き

青木恭子

な出来事がありました。明治維新です。そこで、本日は、

■ 出席者報告

ハリスと同時代に生きた人々から知っていただきたいと、

会員数：33 名

少々調べて参りました。本日は著名人の名言シリーズで

出席者：7 名

いきたいと思います。

出席率：78.79％
前々回（第 5１ 回）修正出席率は 78.78％（26/33）

ポール・ハリスの同級生・・日本の有名人では、作家
の尾崎 紅葉、日本画家の横山 大観、他の有名人では、
「坂の上の雲」の中にも出てくる軍人の秋山真之、外国

■ 本日のゲスト・ビジター紹介

人ですと、
「オペラ座の怪人」で有名なガストン・ルルー、

名古屋北 RC 田嶋好博 PDG 名誉会員

南極探検家のロバート・スコットあたりがいます。同年

名古屋北 RC 水野吉紹名誉会員

生まれの名前をつらつら眺めてみますとハリスはそれな
りに「古い」時代に生きた人であったことがわかります。

■ ニコボックス報告

さて、話をハリスが生を受けたアメリカ合衆国に戻し

水野吉紹名誉会員

ましょう。この頃のアメリカ合衆国の人々に一番大きな

須賀さんに大変お世話になりました。ありがとうござい

影響を与えていたのは、おそらくエイブラハム・リンカ

ました。

ーンであろうと思います。リンカーンは、ハリスの生ま
れる３年前に暗殺されましたが、リンカーンは多くの有

荒山会長

名な言葉や演説を残しました。これらの言葉はハリスを

田嶋パストガバナー、本日は卓話をよろしくお願い致し

含む当時の人々は言うに及ばず、そして現代のアメリカ

ます。

人に至るまで大きな影響を与えているものと思われます。
その一部をご紹介します。その第一番目は言うまでもな

安井会長エレクト

く、「人民の人民による人民のための政治（government

気が弱い為ゴルフに行きます。こんどはことわります。

of the people, by the people, for the people）」です。こ

田嶋パストガバナーの卓話がお聞き出来なくて残念です。

れは、エイブラハム・リンカーンが 1863 に「南北戦争

先生、いつもありがとうございます。

の激戦地となったゲティスバーグで行った挨拶の中のこ
とばです。さらに、インターネットで名言集を見てみま

後藤卓郎会員
満 61 歳になり、年金受給資格を得ました。

すと、リンカーンの言葉として、
４０歳を過ぎた人間は、自分の顔に責任を持たなくて
はならない。
今日出来ることを、明日に残すな。

世に卑しい職業などなく、ただ、卑しい人があるのみ
である。
もし、木を切り倒すのに８時間与えられたなら、私は
６時間を斧を研ぐのに費やすだろう。

私は一日 100 回は、自分に言い聞かせます。わたしの
精神的ならびに物質的生活は、他者の労働の上に成り立
っているということを・・
エジソンとアインシュタインの言葉に見る人生觀は、

などがあります。どれもおそらくは皆様方が耳にされ

驚くほどハリスや、古き良きアメリカ人達に共通のもの

た言葉であり、またアメリカ人の考え方の基本を代表す

です。ロータリーの精神は何かを考えるにあたり、私は、

る言葉でもあろうと思います。ハリスはおそらくこのよ

たいへん参考になると感じております。

うな言葉を耳にしながら成人し、ロータリー・クラブを
創始したのだと思って間違いないと思われます。

本日は、ハリスの生き方に影響を与えたであろう人々
の言葉をご紹介させていただきました。ロータリー・ク

さらに、ハリスと同時代に生きたアメリカ人として、

ラブの精神とはいったいなんぞやという問いへの答えの

私が名前をあげてみたいのは、エジソンとアインシュタ

一部になっていれば幸いに存じます。最後に、ヘレン・

インの二人です。

ケラーの言葉をご紹介いたしたいと思います。ケラー女

大発明家のトーマス・エジソンは、1847 年の生まれで

史はハリスより 12 歳年下の 1880 年の生まれです。申す

すから、ハリスよりは約 20 才年上になります。すでに

までもなく、アメリカ合衆国の教育者であり社会福祉事

ハリスがものごころ付き始めた 1877 年に蓄音機を実用

業家として知られております。

化、1878 年には「エジソン電灯会社」を設立しています。
そのエジソンの残した名言は、
待っていれば全てがやってくる。ただし、懸命に努力
しながら待っていればの話だけどね。

人々の思いやりがあれば、小さな善意を大きな貢献に
かえることができます。
これは、新生アイリス・ロータリークラブの精神に是
非取り入れたい言葉だと思いました。

あらゆる進歩、あらゆる成功は、考えることから生ず
る。
わたしの人生が、一日八時間労働で成り立っていたと
したら、こんなに多くのことを成し遂げることは、出来
なかっただろうね。
一日八時間労働制に感じた危機感は、労働時間の不足
などではない。働くということが、ただの決まりきった
作業になってしまうということだ。

■ 卓話
名古屋北 RC 田嶋好博 PDG
名古屋栄ロータリークラブから名古屋アイリスロータ
リークラブにご指導に来て頂きました八神会長年度が終
わり、もう荒山会長年度になりました。
実はスポンサークラブの名古屋北ロータリークラブは、
新クラブには会員を移籍しないことを理事会で決定して

このように、エジソンの言葉の多くは、努力や働くこ

いたので、そんな苦境を察した地区拡大委員会委員長の

とに関するものでしたが、やはり、これも、おそらく勤

豊島ＰＤＧが、委員であった八神さんに指導に行ってく

勉であったハリスの生きた時代のアメリカ人の考え方や

れないかと話をされ、八神さんが快く引き受けて頂いた

価値観をよく代表する言葉であったと思います。

のですが、なかなか出来ることではありません。八神さ

さてアインシュタインですが、ハリスに遅れること 11

んには名古屋アイリスロータリークラブをご指導頂き、

年、1879 年の生まれです。言うまでもなく相対性理論を

大変なご苦労があったと思いますが、立派なクラブにし

作り上げた物理学者で、米国 TIME 誌のパーソン・オブ・

て頂き、心から感謝を致しております。今後共ご指導頂

ザ・センチュリーに選出されております。アインシュタ

きますようお願い申し上げます。

インは、驚くほど多くの名言を残しております。それは、

今日は、ＲＩが何を目指しているかについてお話をし

それだけ彼の言動が人々の関心を引いたということであ

たいと思います。

ろうと思います。

第１はポリオ撲滅です。第２は会員増強です。第３はロ

成功者になろうとするのではなく、むしろ価値のある
人間になろうとしなさい。
人の価値とは、その人が得たものではなく、その人が
与えたもので測られる。

ータリー財団を中心とする奉仕活動の充実・発展です。
第１のポリオ撲滅についてですが、ロータリークラブ
の会員で、世界で最初にポリオ撲滅に取り組んだのは、
日本の方です。東京麹町ロータリークラブの会員の山田

つねさんは、インドで麻疹の免疫プロジェクトのボラン

滅しようと呼び掛けています。皆さんは、あと少しでポ

ティアをしておられましたが、昭和５７年のある日の夕

リオが撲滅できるから寄附に協力してくれとの呼び掛け

方、自分の後ろで物音がしたので振り向いて見ると、蜘

について、こんな状況なのになぜ寄附なのかとお考えに

蛛の化け物のようなものが這っていました。よく見ると、

なるのではないでしょうか。

それはポリオに侵された人でした。彼は、人間を蜘蛛の

ポリオ撲滅のための費用負担がどうなっているかご存知

化け物と見間違えたことを非常に反省し、終生申し訳な

ですか。トータル金額は７月号のロータリーの友に詳し

いことをしたと言っておられたそうです。それを切っ掛

く掲載されていますから省略しますが、負担割合で言い

けに、彼はポリオ撲滅に立ち上がります。同じロータリ

ますとロータリーとメリンダ・ビルゲイツ財団が全体の

ークラブの会員の峰英二さんという医師の協力を得て、

５０％弱の資金を５：５位の割合で負担しています。そ

お二人でポリオの撲滅に尽力されました。山田さんは事

の残りは各国の政府ですが、いずれもポリオの発生がな

業を手放し、家も売り、ポリオ撲滅に尽くされていまし

い国でこれ以上の負担は難しい状態です。ロータリーと

たが、インドの風土病でお亡くなりになりました。峰さ

ゲイツ財団との関係は、ロータリーが例えば１０億円用

んも同じように風土病で亡くなりました。東京の二つの

意したら、その２倍をゲイツ財団が負担しましょうとい

地区を中心にいくつかの地区は、山田さんと峰さんの支

う取り決めです。ゲイツ財団は、ロータリーとの協力以

援をしていたようですが、ＲＩがポリオ撲滅の決議をす

外でも例えばナイジェリアについては、日本政府が６月

るのは、昭和６０年になってからであります。ＲＩは、

円借款で８２億円余の生ワクチン接種の資金援助を決定

このお二人の業績について全く触れておりません。ただ

しましたが、その接種が完全に実施されると、ゲイツ財

私達は、同じ日本の仲間として、ポリオ撲滅に全身全霊

団がその分を立て替えて日本に返済してくれるなど大変

全財産を掛けたお二人を忘れることができません。

な援助を行っていますが、なにはともあれ、先ずロータ

そのポリオ撲滅ですが、つい先頃まではポリオ常在国

リーが資金を提供しないとゲイツ財団の協力が得られな

がパキスタン、アフガニスタン、ナイジェリアの三国と

い。まさにロータリーの資金提供があって始めてポリオ

なり、ＲＩはあと少しで撲滅できる「ファイナルインチ」

撲滅が可能になる仕組みであることをご理解頂きたいと

と言って来ましたが、ＷＨＯは２０１４年６月５日緊急

思います。

事態宣言を出して、このままの状態が続くとポリオが再

次に会員増強ですが、当地区は昨年度の会員数が４，

び蔓延するおそれがあると警告を出しました。７月２日

７７３名と前年度に比較して１１名増加しました。久し

東京で開催されましたロータリー財団地域セミナーに世

振りのことです。増加した原因の一つに愛知ロータリー

界平和フェロー第２期生で、現在ＷＨＯの渉外担当官を

Ｅクラブの誕生があります。年会費６万円、ネットでの

しておられる岸谷美穂さんが講演されたのですが、ポリ

例会の参加は無料、ビジターは５００円です。多忙な方、

オ常在国のパキスタンの北西部にある北ワジリスタンで

ネットが好きな方には望ましいロータリークラブだと思

は、住民が生ワクチンの投与を認めない状態にあるが、

います。既存のクラブにはない新しいチャレンジに期待

その地方で難民が発生していて、難民キャンプに住んで

したいと思います。皆様には、メーキャップにＥクラブ

いる人達には生ワクチンが投与できるが、キャンプ以外

を利用して頂きたいと思います。実は会長や幹事になり

に居住している人に投与ができず、ポリオが撲滅できな

ますと、地区ガバナーからクラブの出席率についての連

い。シリアの内戦にパキスタンからも兵士が参加してい

絡があり、出席率が低いと高めるように要請があります。

るが、その人達の靴底についた汚染土によってシリアに

当地区は伝統的に出席率を大切にしていて、出席率も日

ポリオが発生しているとのことでした。マスコミの情報

本で一番高いですから、会員の皆様もこの点ご理解を頂

ではウサマビン・ラディンの居所の調査を、生ワクチン

きご協力頂きたいと思います。

投与の係員を装って行ったため、パキスタンの人達が怒

三番目の社会貢献活動ですが、昨年名古屋の久屋大通公

って生ワクチンが投与できないのが撲滅できない原因だ

園で「ワールド・フードふれ愛フェスタ」を地区の事業

と言われていますが、実はもっと複雑な事情によるもの

として開催しました。これは実は名古屋和合ロータリー

であります。

クラブの福田会員が提唱した事業で和合ロータリークラ

それでもロータリーは、ポリオを２０１８年までに撲

ブのクラブの事業を地区の事業にしたものです。

福田会員は、八神直前会長の義理の弟さんで、カナダの

■ 幹事報告

ロータリークラブに４年程在籍された方ですが、
「ワール

１．7 月 30 日（水）の例会は夜間親睦例会となります。

ド・フードふれ愛フェスタ」を発案されました。さまざ
まな事業を計画し、それに賛同する人達に資金を負担し
て貰い、事業によって得た資金をもって奉仕活動に取り
組むという外国風のチャリティー事業の仕組みを取り入
れたものです。この方式であれば会員数の少ないクラブ
でも大きな事業に取り組むことができます。
この新しい発想が大変評価されまして、今年度は１１月
１日～３日栄の久屋大通公園で同じフェスタが開催され
ますが、１１月３日はジャパン・ロータリーデーとして
日本全体の事業として取り上げられることになりました。
皆様も是非ご参加下さい。先日もこの地区のＲ財団セミ
ナーの講評で申し上げましたが、私達はなにからなにま
で会員が資金を負担して事業を行っているため、会員の
負担感が大きく、そのため僅かなＲ財団の年次寄附や米
山奨学会の寄附ですら負担を感じるようになっています。
「ワールド・フードふれ愛フェスタ」のように事業を提
案し、それに賛同する人達や企業に資金提供をして貰う
チャリティー方式で事業を行うことができれば、会員の
負担意識は軽くなるだろうし、なにより私達の行う事業
が社会に評価され、より一層受け入れられるでしょうし、
独りよがりの事業を避けることができると思います。
最後に、名古屋アイリスロータリークラブは、ロータリ
ーの原点と言うべき一業種一人を大切にして作られたク
ラブですが、一業種一人の制度は、会員の減少が始まる
と殆んど忘れられてしまい今では一業種五人迄でも入会
を認めるようになっています。しかし皆様のアイリスロ
ータリークラブの誕生と共に一業種一人の制度は改めて
その意義が見直されるようになっています。現に近藤ガ
バナーは一業種一人の制度がロータリーの基本の２つの
うちの１つであると言っておられます。このクラブはそ
うした素晴しい理念の下に作られたクラブであることを
心に受け止めて頂きたいと思います。それと同時に会の
運営や事業の取り組みについては、新しい発想に立った
さまざまなチャレンジをして頂きたいと願っております。

18:00～

香楽にて。

２．8 月 6 日（水）は 12:00 より理事会がありますので
理事・役員の方は出席をお願い致します。

