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吉田 洋会長
我等の生業 四つのテスト
☆RI 第2760 地区ﾎﾟﾘｵ･ﾌﾟﾗｽ/職業研修ﾁｰﾑ委員会
副委員長 吉川 公章様
☆米山奨学生 シュレスタ アショク様
幹事報告 原 正男幹事
１）会報受信クラブ 岩倉 瀬戸北
２）下記クラブは法定休日又は定款による休会です
クラブ名
例会日（曜） クラブ名
例会日（曜）
瀬 戸 北 11 月21 日(火) 江
南 11 月23 日(木)
瀬
戸 11 月22 日(水)
下記クラブは例会変更です
クラブ名
例会日（曜）
場所（変更理由）
11 月 16 日(木)
名古屋大須
(地区大会)
→11月18～19日
11 月 16 日(木)
江
南
(地区大会)
→11 月 19 日(日)
11 月 17 日(金)
春 日 井
(福祉のつどい)
→11 月 11 日(土)
11 月 20 日(月)
名 古 屋 栄
(地区大会(全員登録))
→11 月 19 日(日)
11 月 21 日(火)
岩
倉
(地区大会)
→11月18～19日
11 月 21 日(火)
名古屋城北
(地区大会)
→11月18～19日
11 月 21 日(火)
愛知長久手
(地区大会)
→11 月 19 日(日)
各 務 原
11 月 22 日(水) (総会・忘年会)
11 月 22 日(水)
名古屋守山
(地区大会)
→11月18～19日

前々例会の修正(10/31 分)
稲垣圭次君(11/1 可茂 RC)加藤浩一君(10/27 第 5 回ﾎﾟﾘ
ｵ･ﾌﾟﾗｽ/VTT 委員会)河田敏和君(10/19 可児 RC)松平實
胤君(10/26 可児 RC)小川誠君(11/11eCLUBONE)塚原
義成君(10/19 可児 RC)山田直廣君(10/31eCLUBONE)
以上 84.78％を 100％に修正
前々々例会の修正(10/24 分)
鈴木一成君(11/2eCLUBONE)宇佐美芳樹君(11/4
eCLUBONE)
以上 95.74％を 100％に修正
祝 福（稲垣圭次委員長）
おめでとうございます！！
皆出席 13 年 稲垣 圭次君
皆出席 9 年
加藤 浩一君
結婚記念日
谷定貴之君夫人 岡田雅隆君夫人
ニコボックス（小田漠己委員）
本日の投函金額 46,000 円

＊地区大会交通とスケジュールのご案内
＊第 6 回日台ロータリー親善会議のご案内

出席報告（祖父江寿男委員長）
出席率 92.00％
会員 55 名 出席 46 名 欠席 9 名
欠席者 藤井友喜君 加藤浩一君
宇佐美芳樹君
前例会は IM 全員登録の為

中村大輔君

出席率 100％
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会 長 挨 拶（吉田 洋会長）

米山奨学生奨学金授与

米山奨学生

シュレスタ アショクさんに奨学金（11 月分）

を授与しました

◇近況報告
今日はお酒作りと病気の関係についてお話をさせて
いただきます。お酒を飲みすぎてγ-GTP が高くなっ
た。休肝日云々というお話ではありませんから安心し
てください。
ややこじつけのお話です。
ではまず酒造りから。日本酒の製造法をざっと申し
上げますと、お米を洗う、それを蒸す、温度を冷まし
ながら麹を加える、そして麹を十分に成長させる。つ
まりコメのでんぷんを糖に変化させるのです。それに
水と酵母を加えて発酵させる。（これをアルコール発
酵といいますが）そしてできた醪[もろみ]と呼ばれる
濁り酒を絞って透明にする。そして熱をかけて酵母の
働きを止める。ざっというとこんな工程でつられてい
ます。
ビールはこの米と麹が大麦を発芽させたときにアミ
ラーゼという酵素がが澱粉に働く作用によって糖がで
きます。その後は日本酒と同じような作用で酵母によ
りアルコール発酵させます。
さらにワインは最初から甘い糖を含んだブドウの果
実を酵母によりアルコール発酵させたものです。
ここまでお話をすると吉田は何でそんな話をするの
だろうかと思われるかもしれませんが。
実は麹の麹菌「こうじきん」というのはカビの一種
でアスペルギルスというカビで、実は人間の肺でカビ
が増殖する肺炎の一種であるアスペルギルス肺炎の原
因菌と同じ属で親戚なのです。免疫力の低下したお年
寄りなどにばい菌を殺す抗生物質を大量に長く使った
りすると細菌による肺炎は直せてもその後カビによる
肺炎が起こってしまうということもあるのです。
もう一つつけ加えますとアルコール発酵の元である
ある酵母のやや遠い親戚であるカンジダというカビも
いろいろな病気を引き起こすもので、食道カンジダ症
や膣カンジダ症が有名です。
長々とお話しましたが 要約すると日本酒の製造に
は 2 種類のカビが必要である、それぞれのカビの親戚
には病気をおこすものもある、ということです。
お酒作りと病気という全く関係のなさそうなものに
ついてのお話をさせていただきました。

みなさんこんにちは。私は名古屋経済大学 4 年生シ
ュレスタと申します。来年 3 月卒業なので卒業論文が
すごく忙しいです。奨学金を頂いて誠にありがとうご
ざいます。
去年は違う機関の市原国際財団に奨学金頂きました。
初めていただきましたが、凄く勉強を頑張ってロータ
リーに挑戦してみて今奨学金をいただいています。
ロータリーは勉強会やワールドフェスティバルに参
加する機会があってとても勉強になりました。これか
らも勉強会に参加していきたいです。
ありがとうございます。

その他委員会報告
◎親睦活動委員会（稲垣圭次委員長）
今日から親睦旅行の受付をさせて頂いております。
参加できない方が多いですが、何とか行こうという方
はまだまだ変更、問題ありません。
いかだ荘山上という所で牡蠣のフルコースを食べた
後に伊勢神宮でお詣りさせていただく予定です。伊勢
神宮というと初詣が多いですけど、一年の健康や無事
を祈ってお詣りということもありまして、この一年罪
を重ねた方にはこの機会にお詣りをしていただくとあ
りがたいと思います。
28 日(火)まで受け付けをさせて頂きますので、是非
自分の予定を繰り下げて予定を組んでいただくと幸い
です。よろしくお願いします。
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日時：12 月 3 日(日) (＊12 月 5 日(火)例会変更分）
8：00～18：00 予定
場所：伊勢方面

ロータリー財団委員会担当例会
（松平 實胤委員長）
卓 話
「 ロ ー タ リ ー 財 団 次 の 100 年 に 向 け て 」
R.I.第 2760 地区
ポリオ・プラス／職業研修チーム委員会
副委員長 吉川 公章 様

としてもどってきます。DDF は地区がその使途の決定
権を持っています。我々が寄付した資金は、我々の活
動の為に再度使うことが出来、シェアシステムといわ
れています。ロータリーの寄付制度は決して一方通行
的な寄付行為ではなく、クラブが行う様々な活動を資
金面で支える仕組みです。一種の貯金かもしれません。
もちろん還元されてくる資金はいわゆる公金です。公
金としての地区活動資金を使用するためには厳格な管
理がなされています。補助金事業を実行するために地
区財団と使用するクラブは一種の契約を提携する必要
があります。覚書（MOU Memorandum of Understanding）を次年度クラブ会長と会長エレクトが署名
し約束事項に共同で責任を追います。財団本部とも契
約を締結します。国際ロータリーのルールでは、地区
補助金に関して一つのクラブでも違反をすると DDF
全体を返金する義務が地区に生じます。補助金を公金
として利用するルールとしてさまざまな注意事項を知
ることが必要です。クラブが補助金を申請するには毎

地区財団委員会、ポリオプラス/VTT 委員会 副委員

年 8 月に開催のロータリー財団セミナー、2 月に開催

長に出向させていただいております名古屋南ロータリ

の補助金管理セミナーに参加いただく事、授与と受託

ークラブ 吉川公章です。

の条件の理解と遵守、制約条件の理解が必要です。ま
た先に述べたようにクラブの覚書の締結が義務付けら

国際ロータリー財団月間にちなみ卓話させていただ

れています。

きます。
ロータリー財団はクラブが地元での社会奉仕活動、

地区活動資金は地区補助金とグローバル補助金に分

ポリオ撲滅運動など国際的な活動など何かよいことを

けられます。地区補助金は地区の判断で使用可能な比

しようとするときに活動を資金面で支える組織です。

較的規模の小さい、短期的活動に使用可能です。各ク

ロータリー財団はロータリアンとその支援者からの寄

ラブのさまざまな奉仕活動などさまざまなプロジェク

付で運営されていますが、その資金は全てロータリー

トに使用可能です。

の活動だけに使われます。資金管理は徹底しており、
世界でも最も事務経費の少ない奉仕団体の 1 つと評価
されています。国際ロータリークラブは 2010 年から
「未来の夢計画」をスタートさせ新しい補助金の仕組
みを開始しています。当地区は 2010 年からパイロッ
ト地区の一つとして、新たな補助金の仕組みで活動し
ています。当地区は全国でもロータリアン数が多く、
2016-17 年度は一人あたり 185.6 ドルの年次寄付を行
っています。犬山ロータリークラブ様は 1 人あたりの
年次寄付額が 189.28 ドルと多額の寄付を頂いていま
す。国際ロータリークラブは寄付をしていただいた方

犬山ロータリークラブ様におかれては 2015-16 年度

々に感謝の印として各種の認証を行っています。認証

にはエコキャップ回収活動と交通安全啓蒙で＄2,343

は個人だけでなく、クラブ会員 100％がポールハリス

を、2017-18 年度には「子供の貧困を考える」で

フェロー（年間 1000 ドル以上の寄付のかたへの認証）

＄1,818 を受けておられます。今年度の地区補助金は

のクラブを認証する 100％ポールハリスフェロークラ

皆様方が 2014-15 年度に行なっていただきました一人

ブなどクラブ単位の認証制度も有ります。

$111.33 の年次寄付が戻ってきたものです。このよう

様々な形でロータリー財団へ寄付していただいた貴

な人道的支援活動を行ってみえることに敬意を表しま

重な資金は単純な寄付ではありません。寄付は 3 年た

すとともに引き続き地区補助金事業をご継続いただけ

つと地区活動資金（DDF District designated fund）

ることを期待しております。
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多くの優秀な方々に応募いただき、経済的な心配なく
学問に集中していただき、ロータリーの 6 つの重点分
野の研鑽に励んでいただいています。財団は世界の著
名な大学と協力して「国際問題研究のためのロータリ
ーセンター」を開設しています。平和フェローとして
毎年世界で最大 100 名が選抜され世界各地で学んでい
ます。卒業生は世界各地で各々平和構築のため活発に
活動しています。当地区では澤屋奈津子さんが 2015
年から平和フェローとして学んでいます。その後宇治
川貴史さん（豊田中 RC スポンサー）ウブサラ大学、
藤本矩大さんがクイーンズランド大学に平和フェロー

地区補助金申請には受益者に基本ロータリアンがい
ない、支援先にお金を渡すだけの支援は NG とされて
います。ロータリアンが直接汗を流す活動が求められ

として承認されており、本年も辻坂文子さんが次年度
からの平和フェローとしての派遣が決定しております。
当地区の特筆すべき活動として職業研修チーム派遣事

ています。もちろん投資など受益が発生する行為は

業が有ります。6 つの重点分野から「疾病予防と治療」

NG です。報告書の作成では必ずロータリーのホーム

に焦点を絞り 2010 年の未来の夢計画として 5890 地区

ページからダウンロードしてご使用ください。この際

のアメリカ ヒューストンに派遣して以後本年 3780 地

活動内容が分かり、連絡が取れる方の携帯番号等記入
をお願いします。同時に活動記録を添付してください。
このとき日付入りの新聞記事 weekly でも結構ですが、
贈呈式などの写真は NG です。ロータリアンが汗を流
している活動の記録を添付ください。

区フィリピン ケソンで行った腹腔鏡手術の派遣まで
連続して行われています。次年度はネパールと次年度
の職業研修チーム派遣を目指して互いに打ち合わせを
重ねています。最後に財団からロータリアンの方へロ
ータリーカード（マスターカード）のご使用をお願い

グローバル補助金は国際ロータリーの示している

しております。クラブにはダイナーズカードによる支

6 つの重点分野に該当し、持続測定可能な成果をもた

払いを同時にお願いしております。使用額に応じて財

らす大規模な国際活動に対して資金援助します。また

団へ自動的に寄付が行われます。ロータリーの様々な

人道的プロジェクト、大学院レベルの留学に対する奨

情報は国際ロータリーの公式ウエブサイト「My Rot-

学金、職業研修チーム派遣などが有ります。海外の支

ary」で直接ご覧頂くことが出来ます。ログインには登

援先にロータリークラブがあり相互に顔のみえる関係

録が必要です。一人でも多くのロータリアンが My

構築が必用です。グローバルな活動の中で END POLIO NOW の活動は国際的な取り組みとして特筆され
るべきものです。犬山ロータリークラブの加藤浩一さ

Rotary への登録を行い、様々なロータリー活動の情報
を直接入手いただきますようお願い申し上げます。
本日はご静聴有り難うございます。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＝会長謝辞，お礼贈呈＝

んは地区財団のポリオ･プラス／VTT 委員会委員長と
して活躍しておられます。撲滅不可能と思えたポリオ
ですが、ロータリークラブとミランダビルゲイツ財団
とのコラボレーションでパキスタン、アフガニスタン
での少数発症まで抑えられるようになってきました。
まさにもう一歩です。2760 地区ではワールドフードフ
ェスタ（WFF）を毎年開催しています。これは食をと
おしたイベントですが、ただ楽しむだけではなく多く
の方々から寄付を頂き、この資金等をロータリーの人
道的支援に利用するという面とロータリー活動そのも
のの公共広報活動も兼ねています。みんなで楽しみな
がらも人道支援の資金を得て社会に役立て、同時にこ
のようなイベントでロータリーの活動を広く社会に知

吉川様のご希望により、お礼はクラブより財団へ寄付させ

ってもらうこともロータリー活動が引き続き継続して

ていただきます

いくためにも必要なことと思います。ロータリーのグ
ローバル補助金を用いた奨学金は主として大学院レベ
ルの留学に対して返金不要の資金として授与されます。
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