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第 2169 回　2020 年 10 月 1 日例会報告
点　鐘
会長挨拶　中村会長
今日から 10 月です。一雨毎に、すっかり秋めいて
きました。10 月の月間目標は、地域社会の経済発
展です。
2014 年 10 月 RI 理事会は、10 月を重点分野：「経
済と地域社会の発展月間」としました。貧困地域の
経済発展を目的とした、起業家、地域社会のリー
ダー、地元団体を含む地域ネットワークの向上、雇
用創出、支援が行き届いていない地域社会での貧困
の削減、経済と地域社会の発展に関連した仕事に従
事することを目指す専門職業人のための奨学金支援
を強調する月間です。
また、10 月 5 ～ 11 日は、学友参加促進週間です。
10 月 7 日を含む 1 週間（月～日曜日）は、ロータ
リー学友が地元のロータリークラブと活動したり交
流を深めることを強調する週間です。世界ではボラ
ンティア活動や特別イベントを企画しているクラブ
が多くあります。そして、米山月間でもあります。
10 月の米山月間は、日本独自の特別月間です。ク
ラブはこの月に特に米山奨学事業の意義を深く認識
し、寄付金を募る活動をします。そのために米山奨
学生や地区役員・委員の卓話を聞き、更に奨学会か
ら提供される資料をもとにクラブフォーラムを開催
したりすることが推奨されています。
そこで本日は経済について考えてみましょう。
そもそも「経済」とは何だろう？「経済」という言
葉は、わたしたちが普段から当たり前に使っている
言葉です。では、「経済とはどういう意味ですか？」
と聞かれたら、なんと答えるでしょうか？ 「経済」
という言葉の意味を検索すると、このように書かれ
ています。

 経済（けいざい）
1. 《名》
人間の生活に必要な物を生産・分配・消費する行為
についての、一切の社会的関係。転じて、金銭のや
りくり。
2. 《名ノナ》
費用・手間がかからないこと。「―な品」「時間の―
を図る」。費用をかけないこと。倹約。

（Google より）
意味をわかっているつもりでも、意外と正しく答え
るのは難しいのではないでしょうか？
今日は「そもそも経済とは何か？」ということに
ついて考えてみましょう。「経済」は、英語では

「economy」です。「economy」という言葉は、「家
政術」を意味する古典ギリシャ語に由来するのだと
か。 もともとは、「家庭における財のやりくり」を
示す言葉だったのです。
一方、漢語では「経済」は「経世済民（けいせいさ
いみん）」の略語です。この言葉は「世の中を治め、
人民を救う」という意味です。英語の「economy」は、
個（家庭）の単位から、やがて国家へ拡大していっ
たもの。漢語の「経済」は、社会全体をよく統治す
る政治から生まれたもの。同じ意味で使われていま
すが、英語の「economy」と漢語の「経済」は、まっ
たく正反対の立ち位置から生まれた言葉だとも言え
そうです。

「経済」の本質とは何か？普段わたしたちが「経済」
と言う時には、英語の「economy」に近い意味で
使うことが多いのではないでしょうか。漢語の「経
済」に込められた「人民を救う」という理想は、
現代社会で実現しているとは言い難いように思う
のです。
では、そもそも、経済の本質とは何なのでしょう？
先日、『お金さえあればいい ? 子どもと考える経済
のはなし』という、子どもに向けた経済哲学の絵本
をみました。この本で、著者は「経済は〈人間の営
み〉そのもの」だとして、「ひととひととが、出会
いを通じてお互いをしあわせにする。そのために経
済活動がある。そう考えてもらえればいいなと思い

本日の例会案内（10 月 29 日）
 卓話
　会員スピーチ『ロータリーと私』
　　　　　　　　　　　　　　　　　青池秀夫君



ます。」と言っています。まず大前提として、ひと
がいるところに経済活動がある。そして、ひとは経
済を通じてひとと結びついている。 つまり、ひと
とひととの出会いの場をつくるのが、経済活動の役
割なのだから、そこからは幸せが生まれてこなくて
はいけない、と言うのです。そして、こうも言って
います。ひとをしあわせにできないなら、それは〈ニ
セの経済活動〉です。
では、ひとを幸せにする本物の経済活動とはどんな
ものでしょうか？著者は、孔子の『論語』を引き合
いに出して、こう説明しています。「心の欲する所
に従いて矩を踰えず（のりをこえず）」「心の欲する
所に従」うとは、「自分のやりたいことを、やりた
いように追求する」ということ。「矩を踰えず」とは、

「社会の決まりごとを破らない。ひととして大事な
一線を越えない」ということ。つまり、自分の思い
を実現することと、自分以外のひとを大事にするこ
とのバランスを、うまく取れるひとたちが行うのが、
経済活動だと言うことができると思います。そして、
もうひとつ、大切なことを書いています。一部のひ
とだけが豊かでしあわせで、そのほかのひとがふし
あわせな社会をつくるものは経済活動とは呼べませ
ん。このとき、「みんながしあわせ」でなくてはな
りませんが、「みんなが同じ」でなければいけない
ということは、絶対にありません。
この本では、「みんな違っていい」という多様性を
前提に、本当の経済とはなにか、下記のようにまと
めています。それぞれがのびのびと自分らしくハッ
ピーになれること。そういう特性の違うひと同士の
間に、ハッピーな分かち合いが生まれるのが、本当
の〈経済〉です。 「経済」という言葉には、なんと
なく難しそうなイメージを持っている人もいるか
もしれませんが、このように考えると「経済」と
は、わたしたちが幸せに暮らすための活動であっ
て、けっして難しいものではないとわかるとおもい
ます。特に「多様性を前提」にすることや「ハッピー
な分かち合い」を生むことは、これからの経済を考
える時に、必ず考えるべきキーワードになってくる
でしょう。

伝達
・ロータリー財団寄付　ポールハリスフェローマル
チプル　+3 片野　勉君、+4 青池秀夫君
・2019-20 年度　R1 会長ゴールド賞　表彰状
誕生・結婚記念日お祝い品の贈呈　中山親睦委員長
10 月お誕生日お祝い
19 日　渡辺要一君
25 日　小林　治君
10 月結婚記念日お祝い
 3 日　大澤　力君
 6 日　野田誠記君
10 日　大野康則君
13 日　青池秀夫君
23 日　中村文彦君
親睦活動委員会　中山委員長
10 月 8 日㈭の月見夜例会について
米山奨学委員会　姉崎委員長
野田誠記君、田村　修君、新澤　功君、姉崎　健君、
小林　治君からそれぞれ 1 万円いただきました。

野球同好会　鈴木キャプテン
10 月 17 日㈯の 7RC 野球大会について
社会奉仕委員会　岡田委員長
10 月 24 日㈯の天使園施設清掃活動について
ニコニコボックス紹介　小林委員
中村文彦君　結婚祝いありがとうございます。末永
くやっていきたいと思っています。
小林　治君　47 歳になります。お祝いありがとう
ございます。
大野康則君　金婚式も近い年齢になりました。
青池秀夫君　結婚祝いをありがとうございます。
大澤　力君　おかげ様で、結婚記念日を思い出しま
した。ありがとうございます。
野田誠記君　結婚祝いいただきありがとうござい
ます。

ニコニコ BOX 総計 133,000 円

幹事報告　今野幹事
次週 10 月 8 日は月見夜例会の為、お昼の例会はご
ざいません。また、10 月 15 日は規定適用休会です。

卓話
　「回顧と未来〜奨学生としての私〜」
　　　　　　　　　　前米山奨学生　李　鈺　さん

第 2169 回　2020 年 10 月 1 日例会報告

10/1
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
38（36）名 29名 7名 80.56％

9/17
メークアップを
含む出席者

メークアップ後
欠席者数

メークアップ後
出席率 月出席率

31名 6名 83.78％

第 2170 回　2020 年 10 月 8 日月見夜例会報告
　　　　　　　　　　　　　　　　於　割烹　岡田

10/8
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
38（37）名 23名 14名 62.16％

9/24
メークアップを
含む出席者

メークアップ後
欠席者数

メークアップ後
出席率 月出席率

29名 7名 80.56％

第 2171 回　2020 年 10 月 22 日例会報告
点　鐘
会長挨拶　中村会長
10 月 24 日は世界ポリオデーです。
1988 年には 125 か国以上の常在国があり、推定で
35 万人のポリオ患者が発生していましたが、99%
以上減少し、2015 年には患者が常在国２か国の 74
人となりました。
これは、1980 年の天然痘撲滅宣言に続き、1980 年
代にアメリカ大陸からポリオウイルスを撲滅するこ
とに始まり、国際ロータリーがすべての小児をポリ
オから守るために基金を設立することを公約し発展
させたものです。
話は変わりますが、ロータリーのナイジェリア・
ポリオプラス委員長であるツンジ・フンショ氏が、

『TIME』誌の「世界で最も影響力のある 100 人」
に選ばれ、世界で活躍する先駆者、アーチスト、リー



第2,172回(Ⅱ)
ダー、著名人、巨匠たちとともにリスト入りしまし
た。『TIME』誌は 9 月 22 日（米国時間）、米テレ
ビ局 ABC の番組で 2020 年の 100 人を発表。アフ
リカ地域での野生型ポリオの根絶においてロータ
リー会員やパートナー団体と協力し、重要なリー
ダー的役割を果たしたフンショ氏の功績を称えまし
た。ポリオ根絶の取り組みによりこの栄誉を受けた
ロータリー会員は、フンショ氏が初めてとなります。
Lekki ロータリークラブ（ナイジェリア）に所属す
るロータリアン歴 35 年のフンショ氏は、第 9110
地区パストガバナーであり、インターナショナル・
ポリオプラス委員会のメンバーです。心臓専門医で
ある同氏は、ロンドンの王立外科医師会のフェロー
でもあり、妻のアイシャさんとともにナイジェリア
のラゴス在住し、4 人の子どもと 5 人の孫がいます。
TIME 誌が選ぶ毎年恒例の 100 人のリストには、
リーダーシップや才能、発明、慈善活動を通じて世
界に変化をもたらした人たちが名を連ね、過去には
ボノ、ダライ・ラマ、ビル・ゲイツ、ネルソン・マ
ンデラ、アンゲラ・メルケル、オプラ・ウィンフリー、
マララ・ユスフザイなどが選ばれています。
2013 年以来ナイジェリア・ポリオプラス委員長を
務め、同国でのポリオ根絶活動の先頭に立ってきた
フンショ氏は、同国のロータリアンたちと共に、ポ
リオ予防接種の重要性に対する認識を高め、政府や
著名人に支援を呼びかけ、ロータリーとポリオ根絶
活動における声となってきました。世界ポリオ根絶
推進活動（GPEI）のパートナー団体である世界保
健機関（WHO）、国連児童基金（UNICEF）、米国
疾病対策センター（CDC）、ビル & メリンダ・ゲイ
ツ財団、Gavi ワクチンアライアンスとも連携して
います。ナイジェリアでのポリオタスクフォースの
メンバーとして、同国保健相やポリオ根絶のための
省庁間協力委員会とともに予防接種やアドボカシー
キャンペーンの調整にあたったほか、Sir Emeka 
Offor 財団、Dangote 財団、伝統的リーダー評議会
やナイジェリアのイスラム女性協会とも密接に協力
してきました。
2019 年 8 月、ナイジェリアでは野生型ポリオウイ
ルスの無発症期間が 3 年を経過。ロータリー、パー
トナー団体、自治体や各国政府によるナイジェリア
での進展は、数十年に及ぶ懸命な取り組みの成果で
す。これには、国内外での資金調達、数十万人もの
保健従事者のコミットメント、同国北部の不安定な
状況により予防接種ができなかった子どもにワクチ
ンを投与するための革新的な戦略が含まれます。
去る 8 月 25 日、アフリカ地域での野生型ポリオ根
絶が宣言され、歴史的な快挙となりました。これは、
世界人口の 90％以上を占める WHO の 6 地域のう
ち、5 地域で野生型ポリオウイルスが根絶されたこ
とを意味します。アフガニスタンとパキスタンでは、
現在も野生型ウイルスによるポリオの感染が続いて
います。
アフリカ地域での快挙は、世界からポリオを根絶す
るという目標に向けた大きな一歩です。フンショ氏
は、この達成について『TIME』誌に次のように語っ
ています：「ナイジェリアでのポリオ根絶活動は数々

の困難に突き当たりましたが、根絶が実現する日が
必ず来ると信じてやみませんでした。状況が後退す
るたびに、ロータリーとパートナー団体が解決策を
見出し、弱い立場にある子どもたちにワクチンを投
与する戦略を立ててきたのです。」フンショ氏はこ
う加えます：「確信をもって言えることは、ナイジェ
リアで野生型ポリオウイルスを根絶できるなら、ど
の国でも根絶が可能だということです。」

伝達
米山功労者　第 5 回マルチプル感謝状　大澤　力君
2019-2020 年度決算報告　前年度会計　中村文彦君
公共イメージ向上委員会　斎籐委員長
ロータリーの友　10 月号紹介
野球同好会　鈴木キャプテン
7RC 野球大会結果報告
・準決勝で新潟南 RC に敗れ、3 位。優秀選手賞は
小林　治君です。
ゴルフ同好会　中郡正和君
10 月 6 日地区大会記念結果報告
・団体戦準優勝
・個人 8 位　馬場伸行君
社会奉仕委員会　岡田委員長
10 月 24 日天使園清掃活動は、9：00 に小針浜に集
合、9：30 開始に変更になりました。当日はマスク、
軍手、雨具の用意を忘れないで下さい。
ロータリー財団委員会　加地委員長
片野　勉君、森田雅巳君からそれぞれ＄100 いただ
きました。
米山奨学委員会　姉崎委員長
吉村美穂君、柳原大輝君、稲葉忠克君、中郡正和君、
中山雄二君、吉村鳳一君それぞれ 1 万円、今野克久
君から 2 万円いただきました。
会長指名委員会　森田委員長
次期会長に中郡正和君
ニコニコ BOX 紹介　中郡委員
馬場伸行君　地区大会ゴルフ会にて 8 位になりまし
た。団体でも 2 位でした。ニコニコします。
鈴木賢一君　野球大会の応援と運営のお手伝い大変
ありがとうございました。

ニコニコ BOX 総計 136,000 円

幹事報告　今野幹事
・この後 14 時から 5F「メイフェア」に於いてガバ
ナー公式訪問（オンライン）開催です。出席対象者
の方はよろしくお願いいたします。

卓話にかえてクラブ協議会開催

第 2171 回　2020 年 10 月 22 日例会報告

10/22
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
38（36）名　 24名 12名 66.67％

10/1
メークアップを
含む出席者

メークアップ後
欠席者数

メークアップ後
出席率 月出席率

31名 5名 86.11％


