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2019-2020年度 須田 悦正 会長

皆さまこんにちは。本日はお忙しい中、本年度第21回例会に多数の
皆さまにお越しいただきまして、誠にありがとうございます。国際ロ
ータリー2770地区ロータリー財団部門 資金推進委員長 松村繁様、
ようこそいらっしゃいました！ 後ほど、卓話をお願いいたします。
さて、最近私が気になったニュースについてお話しさせていただき
ます。アフガニスタンの中村医師に関するニュースです。中村医師は
「100人の医者より1本の水路がアフガニスタンの人々を救う。」とい
う志のもと、家族と離れ離れに暮らしても、アフガニスタンの為に尽
力されてきました。また、協力してくれていた日本人が誘拐殺害され
た事件があった後は、日本人を一人残らず日本に返し、一人でアフガ
ニスタンの人々と働いていました。そんな中村医師が殺害されたのに
は、驚きと悲しみを強く感じました。これは、ニュースで目にした記
事の一部です。東京農業大学に留学しているグラブ・グルブディンさ
んの言葉です。グルブディンさんは、中村さんが殺害されたアフガニ
スタン東部ジャララバードで生まれ育ちました。中村さんに初めて会
ったのは、2006年ごろ。ジャララバードにあるナンガルハル大学で農
業を勉強していた時でした。学生数人で、当時中村さんが進めていた
用水路の工事現場を訪れました。「自分たちの身の回りにある、自然
の資源を活用したほうがいい」。中村さんは、グルブディンさんら学
生にこう説明したと言います。コンクリートは使わず、砂漠で取れる
石を金網に詰めて、川をせき止めるために使いました。グルブディン
さんの自宅は、ジャララバード中心部から北の外れ、中村さんがかか
わる建設現場に近かったそうです。自宅近くのガンベリ砂漠は高地に
あるため、水が確保できず長年の問題でした。中村さんたちは、低地
にあるクナール川から用水路を造って水を引き、砂漠の一部を農業が
できる土地にしました。グルブディンさんはその後も、中村さんが関
わる用水路の建設現場を何度も訪れました。その時、多くの現地の人
を動機づけたのが、中村さんが一人の労働者として働く姿だったそう
です。「我々の国には寄付という形で、多くの国がプロジェクトや人
を送り込んできた。彼らはマネジャーとして事務所で働き、携帯電話
で報告を受けるだけで、現実を知りません。だが中村さんは全く違い
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ました。自ら重機を動かし、重い荷物を運んでいま
した」。現場に行くと、中村さんは地元の人と同じ
衣装を着て、パシュトゥー語をうまく話して作業員
に交じっているので、見つけるのが難しかったとい
います。「日本人の勤勉さと誠実さを目の当たりに
して、日本に行って勉強すべきだという夢をもらい
ました」。グルブディンさんはそう振り返ります。
国連食糧農業機関（FAO）によると、世界では年
間13億トンの食料が廃棄されている一方で、8億人
が飢餓に苦しんでいるとされています。アフガニス
タンは、世界で最も貧しい国の一つです。1人当た
り国内総生産（GDP）は500ドル（約5万5000円）
ほどで、日本の約80分の1しかありません。3000万
ほどの人口の約8割が農民というアフガニスタンで
は、農業の安定が成長のカギといわれています。
グルブディンさんによると、現地の治安はいまも
悪いそうです。「母親は毎朝、私の兄弟を見送る際
『もう二度と会えないのではないか』と恐れていま
す。母親に（安全のために）『日本から戻ってくる
な』と言われた時はショックでした」
日本に住んでいては、このようなことも実感とし
てあまり感じません。アフガニスタンの為に尽力し
ていたのに、なぜこのようなことが起こるのだろう
と疑問を抱くとき、人間の在り方を考えました。
どんなに良いことをしていても、見方を変えたら
「悪」なのではないかと。今回の件に関しても、水
を引き生命を維持できるように、飢餓で子どもたち
が死なないようにしているのに、見方によっては
「悪」なのではないかと。
しかし、私から見たら多くの犠牲を払って、尽力
している中村医師は素晴らしい人物に写ります。一
方で、どんなに良いことをしても人間は「争う生き
物」なのではないかと思います。自分たちのために
なるんだという概念よりも「争う」ことが上回って
しまうのではないかということです。
また、利権やお金が絡むから「争い」がおきるの
ではないかとも考えましたが、石器時代などに遡っ
ても「争い」があったようなので、やはり人間は
「争う」生き物なのかと思います。争わないと生き
ていけない生き物なのだということです。
この問題に対する答えはきっとないのだと思いま
す。だからといって人類が物心両面で豊かに暮らせ
ること。生命を保てること。世界中の人や動物が争
いなく笑顔で生涯を全うできることを、どんな困難

があろうとも追求し続けなければならいのだと強く
感じたニュースでした。
私にできることはほんのわずかですが、世界がよ
り良くなることを少しずつ実践できたらと思ってい
ます。中村先生のように大きな犠牲を払う覚悟がま
だ私にはありませんが、ほんの少しの倹約という犠
牲を払い、少しでも困っている人に寄付をする。そ
して、御朱印集めで神社に訪れ、お詣りををする際
に「世界平和」を必ずお願いしています。ほんの小
さな出来ることを通して、世界中の人々の平和に少
しでも貢献していきたいと思います。
ポリオもその一環です。
「END POLIO NOW」
本日の会長挨拶は以上とさせていただきます。本日
もどうぞよろしくお願いいたします。

幹

事

報

斎藤 修弘幹事

告

◇ダナン国際奉仕事業に
ついてご案内をFAXさせ
ていただいています。申込
期限が12月17日になって
おります。大勢の皆さまの
ご参加をお願いいたします。
◇12月末で年度の上期が終わります。上期に、クラブ事
業、委員会活動等の費用を立て替えている方がいました
ら、12月18日のクリスマス例会までに事務局に提出をお
願いいたします。
◇12月21・22日に、上尾丸山公園の大池で「大かいぼ
り祭」が行われ、上尾西ＲＣの会員さんから協賛依頼を
受け、社会奉仕事業の一環として委員会費でお茶20本
を須田商店さんから協賛させていただきます。
◇2019-20年度、ハワイでの国際大会のガバナーナイト
は６月６日18時から開催されます。
◇RYLA研修セミナーが５月16〜18日、福島県会津高
原で開催されます。参加費は研修生４万円、ロータリア
ン５万円です。締め切りは２月20日です。希望者は幹事
までお申しつけください。

委員長報告
親睦活動委員会 小田切 宏治委員長
来週のクリスマス例会には大勢の皆さまのご参加を
いただきありがとうございます。例会日は１８日（水）にな
りますのでお間違いのないようお願いいたします。
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例 会 主 題

ロータリー財団について

地区R財団 資金推進委員会委員長 松村 繁様
今年６〜７クラブに卓
話に行っており、どこのク
ラブでもまず「ポリオって
知ってますか？」と訊いて
います。ロータリアンなら
知っていて当然だと思い
ますが、詳しいことを意外と知らない方が多いよう
です。去年、2520地区の第8分区のＩＭの基調講
演の講師として呼ばれたので改めてポリオを学びま
した。あらためて勉強して驚いたのは、ポリオは感染
しても1000人のうち１人が発症するかしないかの
確率だとのことです。逆を言うと１人発症したら、そ
の周囲には1000人の感染者がいるということにな
ります。根絶できない理由として、パキスタンとアフ
ガニスタンの２国は、紛争地域なためもありますが、
ワクチンを投与しようと思ってスタッフが子供の前
まで行けてもワクチン投与を拒否する親がパキスタ
ンだけでも10万人以上いるからです。アフガニスタ
ンも含めたら20〜30万人は拒否するでしょう。な
ぜ拒否するかというと、親御さんに悪意はなくて、ワ
クチンのことをアメリカが開発した毒薬だと思って
いるからです。先ほど、須田会長の中村医師のお話
しにもあったように、私たちはポリオを根絶しよう、
良いことをしようとしているつもりなのに、２国は悪
だと思って拒否しているのです。なので残念ながら
２国ではポリオ発症者が増えてしまい、根絶までに
はまだ時間がかかるのかなぁと思っています。
さて本題に入ります。まずロータリー財団の歴史
をご紹介します。Ｒ財団は1917年、当時の国際ロ
ータリー会長アーチ・クランフさんが「世界でよいこ
とをするため」の基金の設置を提案しました。しかし
当初はさほど寄付が集まらずたいした事業も行わ
れなかったそうです。寄付が一気に増えたのは
1948年、創設者ポール・ハリスが逝去したときで、
「追悼は献花ではなく財団に寄付へ」という意志が
世界のロータリアンに伝えられ、130万ドルが集ま
ったそうです。Ｒ財団はそこでまず海外で勉強をす
る奨学事業を始めました。この奨学金を日本で２番
目に利用し国際親善奨学生になったのは、先日亡く
なった緒方貞子さん（日本初の国連難民高等弁務

官）で、一生にわたってロータリーの奉仕・平和の精
神を持ち続けてくださり、
「『超我の奉仕』というロー
タリーのモットーに深い感銘を受け、以来、これが
私の人生の指針となってきました」という言葉を残
していらっしゃいます。
さてそれで、
「 ロータリー財団は難しい」と思って
いる方がいらっしゃると思いますが、寄付の種類は
「１：年次寄付」、
「２：恒久寄付」、
「３：ポリオ・プラ
ス寄付」の３つしかありません。
１：年次寄付は、当地区では１人２００ドルに設
定されていて、上尾クラブさんは毎年１００％達成
されていますよね。日本のロータリー34地区の中に
は年次寄付が１５０ドルのところもありますから、当
地区は志が高いといえそうです。当地区は会員が約
2600人なので、１年間に５０万ドル（＝約6,000万
円）の寄付が集まる計算になります。この寄付が使
われるのは３年後です。寄付が３年後使われるまで
は、この寄付は事務局の運用に使われています。ま
た運用益が発生し、皆さんの寄付は、ほぼ１００％
が純粋に奉仕活動に使われることになります。これ
はすごいことで、他の団体では、良くても寄付された
金額の70％くらいです。調べたら１割しか寄付が奉
仕活動に使われていない団体もあります。ロータリ
ーは１００％奉仕活動に使いながら、その活動内容
や活動費詳細も入念にチェックします。世界には約
9,000の奉仕団体があるのですが、米国評価機関
チャリティ・ナビゲーターによると、ロータリーの寄
付の活用やプログラムと奉仕の実施等は高く評価
され、9,000もの団体の中で最高の評価、１位なん
です。しかもその１位を12年間連続で獲っています。
だからぜひ、ご協力いただければと思います。
２：恒久基金という寄付があります。１クラブ、
1,000ドルの寄付を１名以上してください、となって
います（50名以上のクラブは２名）。この寄付は1円

たりとも使われず、ずーっと使われません。なので世
グローバル補助金は特殊なケースで、大規模で
界では何千億円というお金が貯まっているんです。
長期に渡るプロジェクトは、このお金を使うと、例え
そして2025年までに20億2500万ドル集めよう、
ば200万円使うと、ＷＦにまわった3,000万円のう
つまり2500億円くらいを集めよう、となっています。 ちから200万円が戻ってくることになります。ロータ
このお金、使わずにどうするかというと、運用で増え
リーの寄付は１円も無駄にならず、
「 難しい」と思わ
たぶんだけを使います。運用して減ることはないの
れがちではありますが、決して難しくありません。
かと尋ねられることがありますが、過去20年間を調
最後に、ロータリーカードはご存じでしょうか。ご
べたら4.5〜５％の利益を出しています。
利用金額の0.3％が自動的にポリオ撲滅のための
さて年次寄付の使い方ですが、年間6,000万円
資金にまわりますので、ぜひロータリーカードを作
のうちの3,000万円はＷＦにまわり、残りの3,000
ってご活用いただければと思います。以上になりま
万円が地区で使う権利が与えられます。このうち
す。本日はお招きいただきありがとうございました。
1,500万円が地区補助金として奉仕活動に使われ
ます。上尾クラブさんは今年度、
「 児童自立支援施
設・埼玉県埼玉学園にスポーツ用品の寄贈」という
地区補助金を使ったプロジェクトをしていらっしゃ
いますね。
３年前、私が財団の部門委員長をしていた時に
特別枠を設けました。３年前100％達成クラブは
1400ドル、未達成は800ドルです。また海外特別枠
を作りました。2,000ドル 11クラブで、ただしこれ
はどんな事業も受け付けるわけではなくて、きちん
と審査をして、価値が高い事業にのみ適用されます。 松村様、R財団についてわかりやすい卓話を
披露してくださり、ありがとうございました。
これは今では大口枠となっています。

スマイル

松村繁様（浦和東RC） 本日卓話させていただきます。
よろしくお願いいたします。

樋口会員 皆さん、インフルエンザに気をつけましょう！

長沼会員 須田商店様のチラシを印刷させていただきました。
ご依頼いただきありがとうございました！

芳賀会員 娘のクリスマスプレゼントで悩んでいます。
丹井会員 久しぶりに例会に出席できました。
須田会長／斎藤修弘幹事／深澤副幹事／

武重会員／岡野会員／大塚信郎会員／村岡会員／

尾花会員／大木保司会員／細野会員／齋藤博重会員／

会員数
出席数
欠席数

40
25
15

小田切会員／大木崇寛会員

出席率

62.50％
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
事務所 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町1-8-31 新和エクセルビル303
例会場 東武バンケットホール４F（ポリアス）
ＴＥＬ 048-775-7788 ／ FAX 048-776-9799
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藤村会員／野瀬会員／坂本会員／春日会員／

