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■会長の時間（会長 吉田嘉昭 )

■点鐘
■国歌斉唱「君が代」
■ロータリーソング
「手に手つないで」
( ソングリーダー

「自動運転車」について」

1.自動運転車とは

古田哲朗 )

自動運転車とは、人間が運転操作を行わなくとも自動で走

会長の時間

行できる自動車。英語では“autonomous car”と表記され、
制御システムが「自律型」であることが要件となっている。
その他「ロボットカー」や、「ドライバーレスカー」、

「 自動運転車 」について

■来訪者紹介

「セルフドライビングカー 」などとも呼ばれている。

2021年12月15日

（オンライン参加）

会長 吉田

嘉昭
出典 : 久留米工業大学

オブザーバー

南越維心 様

3.自動運転のレベル分け

2.自動運転の意義

米山奨学生

ティティコンサコルウオング，
サクピシット君

出典 : 国土交通省自動車局資料

自動運転の責任の所在

出典 : 国土交通省自動車局資料

4.自動運転技術の開発状況

出典 : 国土交通省自動車局資料

■地区委員委嘱状の授与（会長 吉田嘉昭 )

出典 : 国土交通省自動車局資料

5.レベル3の市販車

4.各メーカーの競争状況

山田公也 会員 ･･･

２０２２～２０２３年度

自動運転車であることを示す

米山奨学生選考委員会委員

ステッカー(国土交通省提供)

出典 : 国土交通省自動車局資料

ホンダ レジェンド

発売日 2021年3月5日

メルセデス・ベンツが描く未来のクルマとは

価格は1100万円と、非装備モデル（724万9000円）より375万円高

彌冨照皇 会員 ･･･

２０２２～２０２３年度

ロータリー財団委員会委員

ブルーアクセサリーランプを装備。自動運行装置の搭載車で
あることをさりげなく主張する。

平和フェローシップ委員会委員

⇒

今後、義務化になる。

出典 : ホンダ技研

メルセデス・ベンツ自動運転車Ｆ０１５世界初試乗

5.自動運転でなくなる仕事

宮川義行 会員 ･･･

２０２２～２０２３年度
職業奉仕委員会委員

出典「週刊現代」2017年2月4日号

－１－

■委員会報告

（青少年奉仕担当

宮川義行）

昨日１４日２０時より、中央公民館で
アクト１２月第１例会が開催されまし
た。櫻井会長の卓話「お金の運用」に

ついて分かりやすい説明がありました。出席は櫻井会長、馬氷幹
事、和泉会員、松村会員、新入会員の古庄会員紹介の雪田君、見

■幹事報告（幹事 松岡泰光 )

学の沼田会員紹介の森君、中上さん、見学の松田会員紹介の松田
君、宮川紹介の田上君の９名、ロータリーからは小畑会員、彌冨

■来信案内

会員、松田会員、沼田会員と私の５名、なんと合計１４での会合

でした。松田会員紹介の松田君、沼田会員紹介の森君、中上さん、

１）

RI2620 地区小林總一郎ガバナーより、RI 会長杯ロータリーワー
ルドゴルフ大会のお知らせ

宮川紹介の田上君からもアクト入会の意思確認がとれました。只
今、会員１０名の見込みになっています。これもひとえに会員皆
様のご協力の賜です。実のあるアクト活動に今後取り組み将来の
ロータリーを担う人材に育って欲しいと願っています。今後とも

・RI 会長杯ワールドゴルフ大会のご案内

皆さんのアクト活動へのご協力を宜しくお願いします。ありがと

・1. Japanese registration appeal

うございました。

・2. 概要説明

・piif-rfj-contribution-form-a-ja

■出席報告（出席・プログラム担当 松田和成 )

・ROTARY WORLD GOLF CUP2022
問合せは、国際ロータリー第 2620 地区 浜松南ロータリークラ

ブ副会長 アーネスト・ララカ・シルバー様あてメール（lalaka@
ernesttrading.com）にてお願いいたします。
■クラブより
１）

１２月２２日（水）
・１２月２９日（水）の例会は、休会となっ
ております。
２）

１月５日（水）の例会は、１月７日（金）熊本市域ロータリーク
ラブ新春合同例会に変更して開催されます。

熊本市域ロータリークラブ新春合同例会は、１２月１７日（金）

月日

会員数 出席者数

44
12 月 01 日 （免 2）
30
42
44
30
12 月 15 日 （免 2）
42 （Zoom4）

☆新入会
12 月 01 日
☆出席免除
12 月 01 日

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

2

32

76.19
71.42

渡邉俊一郎
住江正治

島村徹男

12 月 15 日 住江正治

島村徹男

☆欠 12 月 01 日（10 名）
堀内健太郎 川崎直樹
白石 繁
山本浩之
山坂哲生
矢野敬之

堤 勝也
吉永陽三

武末直大
小野川善久

まで追加変更受け付けます。他クラブホストのため、締め切り厳
守となっております。

■スマイル

（親睦・スマイル担当

熊本市域ロータリークラブ新春合同例会
日時

２０２２年１月７日（金）１２：３０～１３：３０ ※食

場所

熊本ホテルキャッスル ２階「キャッスルホール」

◎古田哲朗 10,000 円
本日は司法修習生の南越君

事は「特製二段重」持ち帰り
会費

を連れてきました。ロータリーの例会に参加するのは
初めてとのことです。早退するのですいません。お詫
びも含めてスマイルします。

個人負担 4,000 円（＋クラブ負担 2,000 円）＋
全員スマイル 1,000 円

■今後の行事
2022 01 月 29（土）

地区補助金セミナー

Zoom に
て開催

草村安宏）

◎沼田敏雄 10,000 円
今期例会も半年が終わります。令和３年もあと数日。
健康で過ごせた事に感謝してスマイルです。

Zoom にて開催

杉本整哉、櫻井一隆（熊本東南 RAC）

◎松本繁 3,000 円

今年最後の例会です。皆様一年間大変お世話になりま
した。来る令和４年が皆様にとり輝かしい年になりま
すよう祈念してスマイル致します。

－２－

◎小畑成司 2,000 円
昨夜はローターアクトの例会に参加してきました。な
んとロータリアンも入れて１４名の参加で大盛況でし
た。古庄会員、沼田会員、松田会員のご協力で４名の
メンバーが加わり、総勢１０名となりました。まだまだ会員増強に燃

PHSの寄付方法

•第１地域E/MGA
•中谷研一氏
• 恒久基金/大口寄付アドバイス

• PHF
• PHS会員になりましょう

えていきたいと思います。

◎杉本整哉 2,000 円
結婚記念日ありがとうございました。

Polio （2014)

２７２０地区のPHS会員数は

これから
1980
1979年からの
５カ年計画

1988
5月の世界保健総会にて、
「WHO」による（世界ポリオ根絶
計画GPEI）が推進されている。

なぜ１５億ドルも必要

2017

●既に「ポリオフリー」となっ
2019
た国にポリオウイルスの流
アトランタ国際大会でビル
入を阻止する。
＆メリンダ・ゲイツ財団
が！
2019年8月21日、ナイジェリアで
●リスクが高い国々（最高
は野生型ポリオの症例が最後
60カ国）では、現在も世界の
プラスとは？
に報告されてから3年が経過。
国連40周年、1億2,000
現在
子ども達への予防接種を行
万ドルを集める！
われている。
ポリオ根絶運動がもた
2020
らした遺産のこと。
●すべての子どもがポリオ
におびえずに暮らせる日が
アルバート・
（ＷＨＯ）からアフ
国際ロータリーは1985年以来 ●20億ドル以上の寄付
来るまで、引き続き予防が
セービン博士
リカ全土がポリ
●GPEIと２５億以上の子どもにワクチンの投与を行ってきた。
必要である。
オフリーとして宣
言された。

1985

◎宮川義行 1,000 円
今年最後のスマイルになりました。この２年間、世間
はコロナで自粛続きでしたが、東南ロータリーは活発
な親睦活動で交流を深め、会員増強も果たせました。
会員皆様の努力の賜で、特に内田会員のバーベキュー
開催などのリーダーシップが大きかったと思います。その流れにのっ
て、アクトも会員増強をすすめています。皆さん、今年もお疲れ様で
した。この流れを２０２２年につなげていけたらと思います。

コールドチェーンと新型コロナウイルス対策
コールドチェーンとは～
★ポリオ根絶への投資による ゴールドチェーン・医療活動の構築 が
新型コロナウイルスの大流行への対応など世界的保健の取り組みにいかされる。
2020_181_ColdChain_JA.mp4

ポリオ担当チームが新型コロナウイルスへの対応を支援
2021_131_InfrastructureRev_JA.mp4

（パキスタンの例）
★ 同国のポリオ根絶チームは政府と協力しながら、6260人以上もの保健従事者
が研修を受け、通常のポリオ監視に加えて新型コロナウイルスの監視も行っている
Polio staff conduct COVID-19 awareness training in
Gadap,
Pakistan. ©WHO Pakistan

★ 政府とポリオ根絶チームは、ポリオ地域研究所でも、高まる需要に応えて新型
コロナウイルス検査の技術的サポートが行われている。

◎山田公也 1,000 円

今日は気分爽快。だからスマイルします。

■ポリオプラスセミナー報告

（彌冨照皇

地区グローバル補助金・ポリオプラス委員会委員長）

•★たった一滴の水滴でも集まれば大海に★
• １ドルでも、100万ドルでも、
• 様々なプロジェクトの支えになる。
• 皆様に感謝です！

• ご清聴ありがとうございました！

寄付金の流れ（財団活動資金の仕組み）
2720地区●ロータリー財団グローバル補助金・ポリオプラス委員会

--------------------------------------------------------------------------「NPO 法人外国から来た子ども支援ネットくまもと」
へ支援金の贈呈

●ロータリーカード促進委員会

主な研修セミナー、勉強会～
★第3回ロータリーカード地区推進委員会セミナー（Zoom）
環境

★ロータリー財団地域セミナー（東京）

環境

★月１回、土曜日夜１時間の勉強会（瀧パストガバナー推薦で）

財団補助金の選び方

吉田嘉昭会長
松岡泰光幹事
松本一也奉仕プロジェクト委員長
杉本整哉社会奉仕担当

GGの活動種類＆７つの重点分野
DG_Intro_newbrand_RE_JAv3.mp4

活動の種類
1.人道的国際奉仕
２．VVT

(専門職業
の研修チームを海外発遣）
7 7

GGの活動種類＆７つの重点分野
活動の種類

３．奨学金

（大学
院レベルで1－2年の留学）

グローバル補助金の実例～人道的

基本的教育と
識字率向上

https://shiennetkumamoto.jimdofree.com/

1.人道的国際奉仕
２．VVT

(専門職業
の研修チームを海外発遣）

３．奨学金

（大学
院レベルで1－2年の留学）

疾病予防と治療

＋

■点鐘

水と衛生

－３－

（編集者

沼田敏雄 )

障がい者インクルージョンのパラダイム転換
投稿日 : 12 月 6, 2021
「多様性・公平さ・インクルージョン（DEI）
」シリーズ第 8 回
2020 年 9 月、ロータリーは組織内に
おける多様性・公平さ・インクルー
ジョン（DEI）の現状を評価し、ロー
タリー全体で DEI の価値と実践を推進
するための包括的な行動計画を作成
することを目的に、DEI タスクフォー
スを設置しました。一連のブログ記事
で、タスクフォースの取り組みと「多
様性・公平さ・インクルージョン（包摂）
」の重要性について、
メンバーの方々に伺っていきます。第四弾となる今回は、ジェレ
ミー・オッパーマンさんにインタビューします。
Q：ご自身も障がい者であることは、障がい者問題についての考
え方にどのように影響したと思いますか。
オッパーマン：私は、自分が盲目だから多様性や障がい者の公平
さを推進するスペシャリストになったわけではありません。その
前に 10 年以上、満足できるキャリアに就いていましたから。た
だし、盲目であることによって、この主題について真実味をもっ
て話せるという利点はあります。障がいを身をもって体験し理解
している私は、十分な理解と共感をもってこの問題を扱うことが
できます。

すいバリアにはどのようなものがあるでしょうか。
オッパーマン：ノーマライゼーションによるインクルージョンを
阻む大きな要因として、「態度のバリア」があります。これは、
何世代にもわたって「排除」の考え方が持ち続けられてきたから
で、何千年間も女性の地位向上を阻んできたパラダイムもこれと
同じです。そのような時代は終わりつつありますが、こういった
ことはなくすのが難しいのです。
私から伝えたいもう一つのことは、物理的なバリアは自然に作ら
れたものではない、ということです。アクセシブルではない建物
は自然にできたものではなく、人間が作ったものです。人びとが

障がい者のインクルージョンについてもっと考えていれば、建物
でも何でももっとアクセシブルになるはずです。これこそ、私が
「態度のバリア」と呼んだことです。物理的なバリアを乗り越え
るには、態度のバリアを乗り越える必要があります。これが最大
の課題です。
また、デジタルアクセシビリティの問題についても認識すること
が不可欠です。これは、全盲の人だけでなく、視力障害のある人
や失読症の人、またはデジタルインターフェイス自体が使えない
という高齢者にも影響します。デジタルスペース、インターネッ
ト、インフラなどをもっとアクセシブルにしなければなりません。
組織として、確固たる姿勢でこれに取り組んでいく必要がありま
す。
Q：あらゆる言動において障がい者の公平さを優先することが、
なぜすべての人にメリットとなるのですか。

Q：人事マーケティングコンサルティング会社を立ち上げ、多様
性と障がい者の分野、特にノーマライゼーションに力を注いでお

オッパーマン：「排除」よりも「インクルージョン（包摂）
」のほ
うが理にかなっているからです。分類によって人びとを排除すれ

オッパーマン：クライアントから多くのことを学びましたが、
NGO であれ、政府や企業であれ、いくつかのパターンがあるこ
とにすぐに気づきました。同じ過ちを犯さないためにも、そこで
得た教訓をロータリーのような団体も理解することが大切です。
障がいと多様性について企業が苦労する理由の一つに、リーダー
への投資不足があります。リーダーが多様性、特に障がい者につ
いて知識を身につけられるよう投資することが極めて重要です。
というのも、これは非常に微妙かつ複雑な問題だからです。障が
い者の公平について興味深いのは、誰もがこれに共感できるとい

る一時的なことかもしれませんが、車いすによるアクセスの制約
があるため、どこにでも好きなレストランに行けるとは限りませ
ん。アクセシビリティがないためにこのような客を失ったレスト
ランの損失は、この場合、一人ではなく四人全員です。これは私
たちが「ビジネスケース」（投資対効果）と呼んでいるものです。
障がい者のインクルージョンは、ビジネスにおいて理にかなって
います。モールやそのほかのところでアクセシビリティへの取り
組みを目にすることが多くなったのも、そのためです。このよう
なビジネスのメリットに気づく人が増えているということです。

られますね。誰もがロータリーでインクルーシブな体験ができる
ようにする取り組みが行われている中で、さまざまなレベルの
リーダーに何を伝えたいですか。

う点です。障がいとは誰にでも起こり得ることですから。
もう一つの教訓は、多様性の分野においては組織が頻繁に対応し
ているものの、場当たり的だったり、後手に回っていたりするこ
とです。あちこちで断片的に対応するという過ちを犯さないこと
が大切です。縦割り構造のため、部門内だけで対応し、他部門と
の連携が図られていないこともあります。ロータリーのように多
部門にわたる組織では、全部門の統合を図ることが非常に重要で
す。これは戦略にかかわることであり、各部門でばらばらに行う
ことではありません。

ば、たとえそれが無意識であっても、一人ではなく複数の人を排
除することになります。例えば、レストランを思い浮かべてくだ
さい。四人の友人が外食しようということになり、そのうちの一
人が車いす利用者だったとします。事故で足を骨折したことによ

ロータリーについて言えば、成長を目指すのであれば、思慮の欠
如や不注意、または暗黙の排除を通じて会員を失ってしまうこと
はできません。インクルージョンの概念を受け入れる必要がある
のです。そうすれば、思っていたよりも多くの人がロータリーへ
の参加に関心を示すでしょう。
【プロフィール】

Q：アクセシビリティの「表面的な理解」
（車いすでのアクセスな
ど）と、障がい者の公平も含む「完全な理解」の違いについて執
筆されていますね。誰もが快適で、等しく参加できる環境をつく
るにあたり、一般の人びと、また特にロータリアンが見過ごしや

－４－

ジェレミー・オッパーマン（Jeremy Opperman）
2020 年に Newlands ロータリークラブ（南アフリカ、
ケー
プタウン）に入会。網膜色素変性症（障がいが徐々に進行
して全盲にいたる先天性疾患）を患い、組織における障が
い者雇用、ユニバーサルアクセスのためのビジネスケース
の作成、障がい者のインクルージョンへの戦略的アプロー
チといったトピックについて幅広く講演、執筆、コンサル
ティングを行う。

