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PEACE THROUGH SERVICE
R.I.会長テーマ

“奉仕を通じて平和を”
会長 田中 作次

第2680地区 宝塚中ロータリークラブ

本日の例会　　11月7日（水） 次週予告　　11月14日（水）

第931回例会報告 10月31日（水）

● ソング

● プログラム

「君が代」「我等日本のロータリ
アンの歌」　　草野　旦　会員

ロータリー財団委員会プログラム

● ソング

● プログラム

「Be A Rotarian」
　　　　　　大門　美智子　会員

卓話　谷口　敏彦　会員
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◆会員誕生日
３０日　中村　敏治　会員

◆奥様・ご主人様　誕生日
１１日　蓮尾　統子　様

◆結婚記念日
　５日　矢野　浩臣・美　保　様
２３日　中村　敏治・雅　子　様
２４日　馬場　常平・和　代　様

会長　蓮尾　春輝

ぼくは兵士だった

　紛争地で戦っているのは大人ばかりではあ
りません。
　10歳～15歳の子ども達も銃を持ち、大人の
兵士に交ざって戦闘地帯に送り込まれていま
す。
　世界には30万人以上の子ども兵がいるとい
われています。中央アメリカのエルサルバド
ル。中東のパレスチナ、アフガニスタン。ア
フリカのシェラレオネ、モザンビーク、ウガ
ンダなど。
　筆者（山本美香）はウガンダで、子ども兵
だった子供を保護するセンターを取材してい
ます。
　戦場から救出された子ども兵（実際は捕虜

になった場合が多いかも）、彼らは心に大き
な傷を負っていますから、病院でけがを治す
のと同じように、ここで心の傷を治療するの
です。
　ウガンダでは、政府に反抗する武装集団
（ゲリラ）が村を襲って、子ども達を誘拐し
ていました。時には学校を襲撃して一度に何
十人もの子どもを連れ去っていったこともあ
ります。
　なぜ子どもを誘拐するのでしょうか？　そ
れは、子どもならあまり抵抗されず誘拐でき
るから。そして脅せば言うことを聞き、兵士
として教育しやすいからです。
　初めて武器を持った子どもはとまどいます
が、だんだん戦うことに夢中になって、まる
でゲームの中で敵を退治するように、人を殺
せるようになっていきます。
　集団で生活しているうちに、みんながやっ
ているなら自分もやっていいんだと考えるよ
うになります。悪いことでも、みんなと一緒
なら罪の意識を感じにくくなるのです。さら
に兵士として戦えば戦うほどゲリラのなかで
の地位が高くなっていくのです。
　こども兵たちは、仲間のなかで一番になり
たいと思い、必死で競争し、競争に勝つこと
に生きがいを感じるようになってしまうので
す。
　このようになった子ども達を普通の子ども
に戻すことは非常に困難で、根気のいる仕事
だと思います。



◆卓話
阪上　栄樹　会員

　今日、10月31日はハロウィンです。ハロ
ウィンてよく聞くのですが、カボチャのお化
けみたいなものはよく見るのですが、何の事
だかわからないという方が大方だと思いま
す。皆さんハロウィンて何かされますか？何
となく収穫祭のようなものだと思っていたの
ですが、私も何の事だか分かりませんでした
ので、少し調べてみました。
　ハロウィンは、ヨーロッパを起源とする民
俗行事で、毎年10月31日の晩に行われる。西
ヨーロッパ古代のペイガニズムにもとづく死
者の祭りおよび収穫祭、とりわけケルト人の
行うサウィン祭に由来するとされている。由
来と歴史的経緯からアングロ・サクソン系諸
国で盛大に行われ、今日イメージするハロ
ウィンの習俗は19世紀後半以降、アメリカの
大衆文化として広まったものだそうです。
　ケルト人の1年の終りは10月31日で、冬の始
まりの翌11月1日が新年になるそうです。そこ
で今夜は死者の霊が家族を訪ねたり、精霊や
魔女が出てくると信じられていたそうで、こ
れらから身を守るために仮面を被り、魔除け
の焚き火を焚いていたということです。これ
に因み、31日の夜、カボチャ（本来スコット
ランドでは「スィード」というカブの一種を
用いる。）をくりぬいた中に蝋燭を立てて
「 ジ ャ ッ ク ・ オ ー ・ ラ ン タ ン 
(Jack-o'-lantern) 」を作り、魔女やお化けに仮
装した子供達が近くの家を1軒ずつ訪ねては
「トリック・オア・トリート（Trick or treat. 
ご馳走をくれないと悪戯するよ）」と唱え
る。家庭では、カボチャの菓子を作り、子供
たちは貰ったお菓子を持ち寄り、ハロウィ
ン・パーティーを開いたりする。お菓子がも
らえなかった場合は報復の悪戯をしてもよい
ということになっているそうです。

　日本では宗教的背景の上でハロウィンを開
催している例は皆無で、クリスマス等と同じ
くあくまでイベントとして楽しむもので、娯
楽化、商業化されたものであるということで
す。
　ですから、これからもっと盛んになるのか
も知れません。皆さんもお楽しみいただけた
らと思います。

　話は変わりますが、今地元の植木園芸関連
業者の間で大きな問題となっていることにつ
いてお話させていただきます。あまり報道も
されておりませんが、いずれ、ここにいらっ
しゃる皆様にも少なからず、関係のあること
だと思います。特に、お庭にウメ、アンズ、
スモモ、モモ、ネクタリン、ユスラウメ、そ
して桜の類あるいはセイヨウマユミ、ナガバ
クコ、ヨウシュイボタ（プリペット）等があ
る方は注意してお聞き頂きたいと思います。
　今年の７月に県内では初めて伊丹市の東野
という地区の苗生産園地において、ウメ輪紋
ウイルス（プラムボックスウイルス）に感染
したウメ苗が見つかりました。果樹が感染す
ると、葉や花弁や外果皮に斑紋が現れるとと
もに早期落果により収穫量が減ります。感染
した果実を食用としても人体に害はないが、
商品価値はほぼゼロとなるため、果樹農家に
とっては減収になるうえ、木を伐採せざるを
えず、経営上の大きな脅威となるというもの
です。世界の被害額は、過去30年で1兆4000億
円を超えるそうです。
　このウイルスは、100年近く前の1915年にブ
ルガリアで発見されて以来各国で見つかり、
海外では中国、イラン、インド、トルコ、フ
ランス、イタリア、ベルギー、エジプト、ア
メリカ、カナダ、アルゼンチン、チリと多く
の国で発生しています。国内では平成21年4月
に東京都青梅市のウメで初めて確認されて以
降、平成21年8月には東京都青梅市のほか、あ
きる野市、八王子市、日ノ出町、奥多摩町で
発生が確認され、茨城県水戸市、神奈川県小
田原市でも発生が確認されました。また、翌
年の平成22年7月には東京都羽村市、足立区、
埼玉県飯能市、滋賀県長浜市、大阪府吹田
市、奈良県奈良市、などで確認され、すでに
何千本もの梅の木が抜根処理されました。
　この事がなぜ大変なことか申しますと、ウ
イルスによって起こる病気で、今のところ農
薬では治療できません。発病した株から、ア
ブラムシ類が汁液を吸い、他の株へ伝搬する
ため、アブラムシ類の防除が必要です。そし
て、感染樹が確認された地域においては、原
則として、感染樹が確認された地点から半径
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1ｋｍの範囲を省令に基づく緊急防除の防除区
域に指定され、その範囲の対象木が調査さ
れ、対象樹木の移動が禁止されます。すでに
山本地区の販売店には販売自粛が求められて
おります。今年の調査結果はまだ公表されて
おりませんので、どの範囲が緊急防除の防除
区域に指定されるのか定かではありません
が、伊丹市、宝塚市の山本はもとより、川西
市、西宮市でも見つかっているという情報も
ありまして、どうなるのかと心配しておりま
す。すでに、今年調査した地域には移動自粛
が求められております。宝塚の地場産業に大
きな影響があると思います。これから年末に
かけて、お正月用の松竹梅の準備をする時期
なのですが、移動禁止制限がされますと、関
連樹種は他地域へ搬出することが出来ないこ
とになります。指定された地域を通過するこ
とも許されておりません。切り枝も対象にな
りますので、門松などもウメを入れることは
出来なくなってしまいます。感染樹が見つ
かった場合にはその隣接する関連樹も処理の
対象になります。日本政府の対策としては、
果樹園では、感染した樹の割合が10%以上なら
全て伐採、10%未満なら感染樹及び隣接してい
る木の伐採ですが、公園や個人の庭木では、
観光への影響を考慮し、感染樹のみ伐採する
という、他の国では無いダブルスタンダート
のつかい分けの対応がされています。
 伐採は2012年3月までで1万本にも及ぶそうで
すが、来年の３月迄には倍以上になっている
と思います。伐採後3年間はウメの植樹禁止と
感染地域からの苗木の持ち出し禁止の措置が
取られます。今年はまだ業者の圃場のみが調
査の対象でしたが、来年度以降個人邸、街
路、公園等の関連樹種が調査されます。そこ
で見つかりますと移動制限の期間も範囲も延
長されますし、感染樹の処理の済んだ地域に
おいても、陰性となった樹木が保毒している
可能性があり、その後3年間は監視を継続する
そうです。梅の名所である伊丹の緑ヶ丘の梅
林や、中山寺の梅林に感染していないことを
願うばかりです。また、国内ではウメのみの
感染の確認となっておりますが、桜の名所は
各地にありますから、そちらも心配しており
ます。当市では今の情報によりますと、11月5
日の夜に説明会が開かれると聞いておりま
す。
　処理対象木にはある程度の補償があり、抜
根処理の費用は国が出すそうですが、今後地
場産業の園芸関連のみならず、観光や色々な
産業への影響は計り知れないと思っておりま
す。今後の行方を見守り、産業そのものが衰
退しないように頑張らねばと思っておりま

す。ともかく、今のところどうなるのか分か
りませんが、私共の業界は今、大災害に襲わ
れているというのが現状です。皆さんにも今
後の行方に関心を持っていただいたらと思
い、お話させて頂きました。

また、話は変わりますが、今期、私は当クラ
ブの会員研修委員長をしております。そし
て、「最新のロータリー情報の取得を心が
け、会員にその情報を提供する。」というこ
とを重点目標としております。前年度の委員
長は毎月１回例会後に新入会員を集めてロー
タリー情報の提供をされていたのですが、今
期はまったく何も致しておりません。来期か
らはロータリー財団の新しい補助金モデル
「未来の夢」も実施されます。そこで、会員
の皆さんの中でご希望があるようでしたら、
来年から月に1回程度例会後にロータリー情報
の勉強会を開いたらどうかなと思っておりま
す。ご希望があるようでしたら実施いたしま
すので、私におっしゃって下さい。

◯桑田　昭世　君
　今夜のお月様は雲の間からまんまるでと
っても美しいです。暑い日々もすぎ明日か
らあとカレンダー残す所二枚で今年も終り
になりますネ！過ぎた日々を思い出し一日
一日を大切にしたいと思っています。お月
様にニコニコ
◯野木　久子　君
　いろんな事のあった10月が今日で終わ
り。
　9月下旬、しかも妹の誕生日に追突事故、
落ち込んでいましたが、一足早い冬眠から
目覚めなければ…と、一昨日の満月に誓い
ました。
◯阪上　栄樹　君
　今日は久しぶりの卓話です。ニコニコ？
　明日からは寒くなりそうです。皆様御自
愛下さい。
◯矢野　浩臣　君
　10月は米山月間！！今日が最後の米山ボ
ックス設置日となります。皆様のご協力よ
ろしくお願い致します。

本日合計　　　　　　　　 25,000円
本日までの累計　　　　　299,000円

（細川　洋一　記）　　



◆本日のソング
「われらの生業」

吉田　忠司　会員

◆出席報告
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ホームページ
http://www.tknakarc.com

事務所 FAX番号　0797ー83ー1110
事務所 Eーメール　tknaka＠tknakarc.com

ひとくち

　今回は開発から50年を迎えるLEDの
話題です。ろうそく、白熱電球、蛍光
灯に続く「第4世代の光源」といわれ
るLEDは、アメリカ人が発見しました
が、実用化して発展させたのは日本人
です。日本エネルギー経済研究所の昨
年の試算では、同じ明るさの白熱電球
に比べ消費電力は8分の1、寿命は約40
倍。国内の全照明をLEDにすれば、総
電力消費量の9％、原発13基分に相当
する922億キロワット時を節電できる
そうです。日本人がんばれ！！

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
10月18日

本　日 31

31

3

3

28

28

25

15 5

89.29

71.43
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