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第 1247回例会
留まるかの選択をします。資金も底を尽き、食料も買

先日の地区大会にご出席された皆様、お疲れ様でし えない深刻な状況に陥りますが、病院にも行けません。
た。20 日の午前中には「新世代交流会」があり、IAC そんな絶望の中、支援団体による教育･
保健･自立支援
ROTEX、青少年交換学生とロータリアン 2～3 名が 30 の為の現金給付プロジェクト等を受け、何とか生活で
程の机に分かれ、
「いのちの持ち物けんさ」と言うテー きるようにはなります。何時か故郷に戻れる日を待ち
マでワークショップを行いました。結果から言うと、 つつ、多くの人が日々の暮らしを立てて行く為の試練
大変重たい内容です。皆さん自分が“難民”になると に耐えなければなりません。結局、どの様な選択をし
考えた事はありますか。日本人が難民になる事は、ま ても耐え難い苦しみの中、日々を過ごす事に変わりは
ずあり得ません。普通に生活していた人々が、ある日 ないという事です。「いのちの持ち物けんさ」では、
突然“難民”になってしまうという話です。
“難民”と 今無くなっては困るものを書きだし、赤（命･
家族･
食
は、宗教･国籍･政治的意見の対立による迫害等が原因 料等）黄（身分証明等）青（携帯電話･車等）これらを
で、祖国に居ても生命の安全を脅かされ、止むを得ず 1 つずつ無くして行ったらどういう気持ちになるかを
国外に避難しなければならない人々を指します。もし、 疑似体験するものでした。学生達からは、物の価値や
日本で紛争が起きたとしたら、皆さんは如何しますか。 依存度の高さを再認識したという意見が出ました。シ
A 国境を越えて隣国へ行く、B 自国内に留まる、B を リアから逃れた高校生は、在学証明書 1 枚の有無で人
選んだ方は、戦争が行われていない地方にある避難所 生が左右するそうです。赤が無くなったらと考えると、
に身を寄せます。ここでは、国連 UNHCR 協会（国連 皆無言になってしまいました。最後に見た映像では、
の難民支援機関）とパートナー団体による救援物資が 親を殺された子どもが一人で逃げて来たというもので
提供されていましたが、日常生活に必要な物資が全て した。実際に経験した人の話は非常に重く、私達に何
揃う訳ではありません。不便な生活を強いられ、食糧 が出来るのかを皆で考える貴重な時間でした。
不足になり、深刻な栄養失調になります。A を選んだ
方は、隣国へ逃れる事は出来ましたが、所持品は携帯 ・R 財団月間卓話者派遣の件
電話と僅かな現金のみ、身を寄せる親戚も居ません。

11／20（水）

地区財団資金推進委員 奥山源一郎様（葉山 RC）

異国の地で身分証明書も無く、不法滞在外国人として ・米山学友会主催「国際交流会」開催案内
摘発され、強制送還される可能性もあり、難民キャン

11／24（日）13 時～

プに留まるか、更に逃避行を続けるかの選択をします。

会費：3,000 円

二宮町民センター

登録・送金期限：11／8（金）

難民キャンプに留まった場合、支援団体によって受け ・北鎌倉女子学園中･
高校 IAC 加盟認証伝達式の案内
入れ国で難民登録をして貰い、ここで“自分を証明”

11／4（祝）16 時～

する事が出来、保護を受けられるようになります。仮

会費：6,000 円

鎌倉パークホテル

申込期限：10／24（木）

設住居や生活に必要な様々な支援が受けられますが、 ・杉岡ガバナーより、台風災害見舞と地区大会お礼状
故郷の状況が改善しない限り、一時的措置である難民 例会変更
キャンプ生活が 10 年以上になる場合があります。キ

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無

10／28（月）相模原柴胡※

ャンプを出て、新しい生活を始められる日が来るのか、 10／29（火）相模原中※
不安が押し寄せて来ます。では、難民キャンプを出た 10／30（水）相模原西
として、A 更に他国を目指すか、B 祖国に近い隣国に 11／1 （金）津久井 相模原グリーン※

その他来信

ハイライトよねやま 235 号

いる余裕は無く、会長･幹事の決定が急務です。

AMDA より台風災害見舞

大谷会員：宮崎会員の次年度会長が決定事項として、幹

2020 年国際大会参加旅行案内

事選出で揉めるなら、引受けても構いません。今年度は

≪会長幹事会報告≫

欠席がちですが、7 月以降のスケジュールは決まってい

* 卓話出向時の卓話者・随行者の登録について

ないので、水曜日を空ける努力はします。会長を支える

財団学友･
米山奨学生の謝礼（1 万円／交通費込）

役目ですが、平均年齢が高くなりますね。

（行事・募金活動の手伝いも同様に）

座間会員：気になるのは、「ひばりの夢コンサート」で

委員会講師はビジターフィー無料でスマイルのみ

達成感や感動を口にしていたのに、実行委員に手を挙げ

（学生の随行委員も同じ）但し、同じ委員会から

たのは私と角尾会員だけでした。皆さん夫々事情は異な

2 人出席の場合、2 人目はビジターフィー有料

りますが、365 日毎日忙しい訳ではないですよね。皆が

* R 財団奨学生（3～35,000 ドルを貰って留学する選考 時間を遣り繰りして、同じ方向を向き団結してやろうと
の厳しい優秀な方）の推薦クラブを募集中。現在、 いう気持ちが無ければ何をやっても難しいと思います。
相模原南 RC から 1 名推薦あり。地区で 10 名推薦予 大谷会員：私が考えるに「ひばりの夢コンサート」は初
定。申込〆切は今月末なので早急にお願いしたい。 めての経験で、クラブは燃え尽き症候群に陥っていると
* 12／11(水)第 5 グループ親睦ゴルフコンペ参加者募

思います。一所懸命に力を使い果たし、次を考える気力

集。他予約全キャンセルして確保。25 組 100 名を。 も残っていないのだと感じています。「ひばり」は続け
角尾彰央

会員／津久井地区 るべきだし、皆が慣れるまでには時間が掛かります。

台風被害のボランティアが不足している。ロータリー 2 年 3 年と続け、毎年開催できる体制作りを今始めない
（クラブ or グループ）で参加できないか検討してほし と「ひばり」自体が潰れてしまう可能性があります。
い。
（高圧洗浄機･タンク･軽トラ･スコップ等準備可能）グループ内を見ても、隆盛するクラブと、衰退するクラ
ブの違いは、自由闊達な討論が出来るか否かだと思いま
布野会長：12 月 1 週目には年次総会があり、次年度会 す。私が再入会を決めた理由もそこにあります。
長･幹事を決定しなければなりませんが、指名委員会を 角尾会員：会長･幹事を決めると同時に、会員ひとり一
立ち上げる状況にないというのがクラブの現状です。 人のクラブに対する本気度が問われていると思います。
今日は、皆さんと率直な意見交換をしたいと思います。会員数が少ないなりのやり方があり、皆さんの支持が得
宮崎会員から、誰も居なければ会長を引き受けても良 られるなら会長･幹事をやる自信があります。
いと言って頂いていますが、幹事が決まっていません。中丸会員：積極的･消極的の違いはあれ、会長･幹事に複
宮崎会員も引受けてはくれたものの、会長として何処 数の手が上がりました。気持ちがあっても求められる役
まで全うできるか、厳しいと伺っています。私事です 割が果たせるか、私は自信がありません。仕事も忙しく
が、会社が大変な状況で次年度以降どれだけできるの なり、退会を含め本気で考えなければと思っています。
か、場合によっては休会･
退会も考えなければならない 齋藤幹事：ロータリーは勉強になる事も多く、意義も感
と思っています。次年度の幹事はこれまで以上に重責 じていますが、時間を取られる事も事実です。
「ひばり」
を担う事になると思いますし、
「ひばりの夢」も実行委 の反省会では、会員の結束が強まることを期待しました
員に手を挙げている方が 2 人だけです。限られた人数 が、言い争いになった事もショックで、クラブに在籍す
で如何すべきか、皆さんの考えをお話し下さい。

る意味があるのか考えさせられました。
「ひばり」は例

笠井会員：自分自身が SAA と言う立場にありながら、 えクラブの手を離れても、他の形を模索し実施します。
今日も遅刻しました。ここ数年、人手不足で何とか出 宮崎会員：今迄以上に増強する他、解決策はありません。
てきている現状では、今以上の事は出来ず、出来る時
に出来る事をやるとしか言えません。11 月中には決定

出 席 報 告

しなければならないので先送りして

スマイル報告
大谷豊

会員

今年度累計

￥76,100

先日、東京高裁長官賞を頂いたので、ス

マイルします。

会員数

免除者

出席者

欠席者

他 RC メイク

その他 R 活動

本日の出席率

14 名

2名

10 名

2名

0名

0名

83.33 ％

今後の予定 11/6(水)イニシエーション･スピーチ/判治会員 11/13(水) 消費税について/齋藤厚様 11/20 (水)財団卓話/奥山委員

