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２６９７回例会報告 ２０１９年８月２２日(木)
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田頭会長
籔田ＳＡＡ
「四つのテスト」
「ロータリアンの行動規範」

福山西

変更

9/30(月)→同日 18：00～
観月夜間例会/福山ニューキャッス
ルホテル

変更

9/10(火)→9/8(日) 9：00～
資源回収行事/福山鉄工センター

休会

9/24(火) クラブ細則第 5 条第 2 節

変更

9/10(火)→同日 18：30～
月見夜間例会/季節料理 衣笠

変更

9/13(金)→9/7(土)
親睦家族夜間例会/がっつりグリル

休会

9/20(金) 定款第 8 条第 1 節

RC
鞆の浦

＜会長報告＞ 田頭会長

RC

昨日、第 2 回の G10.11 の
会長幹事会がありました。
各クラブの会長による現
状報告でした。各会長さん
が例会時の会長報告に苦
労していることを面白お
かしく話されていました。
話は変わりますが、今年
の全英オープンゴルフで
渋野日向子選手が優勝し
ました。樋口久子以来、42 年ぶりの日本人によるメジ
ャー制覇です。海外ではスマイルシンデレラと渋野日
向子選手の笑顔を絶賛していました。やはり、笑う門に
は福来るは本当でした。
皆さん、いつも笑顔でいましょう。きっと良いことが
あります。以上、本日の会長報告を終わります。ありが
とうございました。

福山北
RC

＜出席報告＞ 今田出席委員長

第2697 回
例会

＜幹事報告＞ 本瓦幹事

RI 第 2710 地区
創立 1963.10.3 承認 1964.1.27
チャーターナイト 1964.9.27

会員総数

56 名

ゲスト

0名

会員出席数

44 名

ビジター他

0名

出 席 率 81.48 ％ 出席者総数

第2695 回例会出席率 53.19％

44 名

修正出席率 68.09％

(事前) 福山RC/浅利さん

 地区事務局より
・決議審議会決議案提出に
ついて

 例会変更ならびに休会
のお知らせ
福 山
RC

休会

9/16(月) 法定休日/敬老の日
9/23(月) 法定休日/秋分の日
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(事後) 松永RC/朝日奈さん・森さん・仲達さん・瀬来さん・菅
本さん・多田さん・橋本さん
(注)出席免除者8 名 内6 名出席

44÷54＝81.48％

＜親睦委員会報告＞ 小島親睦副委員長
・誕生日祝：村上さん(7/31)・松本猛さん(8/3)・中西
さん(8/24)
・パートナー誕生日祝：近本(陽)さん(8/10)・村上さん
(8/22)・松本知さん(8/25)・浅利さん(8/31)・阿部さん
(9/2)

・結婚記念日祝：小野さん(8/26)
・事業所創立記念日祝：朝日奈さん(H10/9/1)
・ 入 会 記 念 日 祝 ： 阿 部 さ ん (H3/8/8) ・ 北 野 さ ん
(S53/8/24)
・100％出席表彰：櫻田さん(40 年)・梶原さん(26 年)

＜スマイル・ボックス＞ 小島親睦副委員長
※清柳さん、入会おめでと
うございます。今後ともよ
ろしくお願いしま
す。
・・田頭会長
※清柳さん、ご入会おめで
とうございます。心より歓
迎致します。一緒に楽しく
やっていきましょう。
・・本瓦幹事
※ご入会おめでとうござい
・・菅本さん
ます。
※清柳さん、入会おめでとうございます。これから宜
・・目崎さん
しくお願いします。
※日曜にYACのお手伝いでピザ焼き職人をさせていた
だきました。松本猛ころりん村村長、ありがとうご
ざいました。
・・小島さん
※「新会員入会歓迎スマイル」
・・たくさんの方から温かいお気持ちを頂きました
＜委員会報告＞
◇ロータリー日本財団より、西村和彦さんへ、ポール
ハリスフェローピンバッジの贈呈
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＜その他報告＞
◇野球同好会より、天野杯野球大会直前練習のご案内/
塚本竜也さん
下記の日程で練習を行い
ますのでご都合のつく方は
ご参加の程宜しくお願い致
します。
日時：9 月 21 日(土) 9：
00～12：00
場所：日本化薬㈱グラウン
ド(箕沖町)

＜新会員入会式＞
清柳 正幸(きよやなぎ ただゆき)さん
S39.1.15 生まれ/55 歳 A 型
職業分類/化学品製造
事業所/日本化薬株式会社福山工場
肩書/工場長
趣味/散歩
推薦者/朝日奈 正信さん

＜プログラム＞
新入会員卓話
早間 雄大さん(株式会社クニヨシ)
・足が震えた幼少期、雄大
という名前との葛藤
・仲良かった親子関係
・中学～高校になると父
とは遊ばなくなり、女の
子を追いかけていたがモ
テなかった
・たくさんフラれてモテ
たくて米へ行った。あと
半分の動機は世界を広げたかった。
・1992 年、19 歳（アメリカ）のとき、父からの１本の
電話（瀬来さん）
・大学卒業→帰る必要なし→海外放浪＋アルバイトの

繰り返し
・危険を感じたエピソード
3 位 ホールドアップ 2 位 ゲイに追いかけられる
1位 蚊
・2000 年、27 歳で帰って入社半年後、唯一のお客さん
が倒産する（顔面蒼白の社長）
・私が帰るに合わせて買った工場が 5000 万と不渡り
1500 万、合計 6500 万の借金で仕事がなかった（昼は営
業、夜？夜中？は現場）
・すぐ明日の仕事が無くなる恐怖→500 円の仕事のあ
りがたさが骨身に染みる
・2003 年、30 歳のころ１つの転機がくる。
・とある企業の担当者と仲良くなり、仕事がどんどん
増えだしたが、この得意先とも 30 歳の頃、決別する→
眠れない正月→雇用を始める
両親は元々雇用に反対だったので毎日毎日大喧嘩
・限界を感じ、同友会入会（父母は諸団体入会にも反対
だった）
・お願い姿勢では社員は辞めていく。どうであれば社
員が自発的に動きたくなるのか。
（森さんとの出会い）たくさんの方と関わらせていた
だくことにより、結論、自分が未熟なだけということに
気づく。言い訳をやめる。
（原因自分論）
・㈱クニヨシの仕事の様子
・過去に２度、痛い目にあったが、戦略がなかっただけ
だったと気付き、今では「産業機械」
「建設機械」
「造船」
「設備」
「橋梁」
「公共」
「住宅、店舗」
「商社系」とたく
さんの業界に売上分散させて１社依存どころか１業界
にも依存していないことにしている。どこかの業界が
悪くてもどこかの業界は良い。
・工場のほうも着々と増え、今月か来月には約 10 億円
かけた第 8 工場も完成間近。
・国内外に別会社も 3 社、別事業を運営中。投資も昔
から好きなので国内外で活動中。
・言葉は良くないが、遊びながら仕事してるので国内
外いろんなところへ。年間外泊 200 日ほど。
こちらに入会した主な理由はメーキャップ。色々なロ
ータリークラブで多くの人に出会いたい。ちなみに明
日から北海道です。
・社員やお客さんにとって、そして地域にとって日本
にとって世界にとって魅力ある会社を本気で創ってい
きたいと考えております。
以上で私の報告を終りたいと思います。
拙い報告でしたが最後までお付き合いくださりありが
とうございました。
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～お知らせ～
【福山プロバスクラブ９月例会のご案内】
日時：９月１５日（日） 福山駅北口バス乗り場
（８時半迄に集合下さい）8：30～18：00
プログラム：広島市日帰り小旅行（ＹＡＣに合流）
① 広島市こども文化科学館。②ヌマジ交通ミュージ
アム
社会研修です。メーキャップにご活用下さい。
会費：２，０００円（食費、入場料自己負担）
～ＲＯＴＡＲＹ ＮＥＷＳ～

地雷原をフルーツ畑に
ハイディ・クーンさん（サンフランシスコ・ロータリ
ークラブ会員）が宇都宮市（栃木）を訪れたのは 1975
年、ベトナム戦争が終わってから数カ月後のことでし
た。彼女にとって、ロータリーの青少年交換学生として
日本で得た経験は、第二次大戦後の日米間の和解につ
いて深く考えるきっかけとなりました。
「敵対していた
人たちが平和の架け橋を築いていることが強く印象に
残った」と、彼女は振り返ります。
それから 20 年以上が経ち、テレビのジャーナリスト
となったクーンさんは、公共問題に関するフォーラム
を開いている団体 Commonwealth Club of California
から、あるイベントの司会を頼まれました。そのイベン
トは、ダイアナ妃の最後の人道ミッション（1997 年）
に付き添ったジェリー・ホワイト氏を紹介するという
ものでした。当時はダイアナ妃の死亡事故が起きた直
後で、地雷を撤去するそのミッションは、クーンさんに
強いインスピレーションを与えていました。その晩、彼
女は次のような言葉とともに乾杯の音頭を取りました。
「地雷原がフルーツ畑に変わりますように！」
そのアイデアを実現することに決めたクーンさんは、
非営利団体 Roots of Peace（平和の根）を創設。同団体
は、今日までに何十万もの地雷や危険な軍事品の撤去
に取り組み、生まれ変わった大地を果樹園に変えてき
ました。Roots of Peace は、アフガニスタン、カブール
北部のショマリ平原でも大地を回復させています。か
つて豊かな農地だったショマリ平原は、タリバーンに
よって樹木が焼き払われ、地雷の地と化しました。2003
年からは、同団体によって農作物の生産者とインドの
スーパーマーケットチェーンをつなぐ取り組みが行わ
れています。
また、サンフランシスコ・ロータリークラブ（米国カ
リフォルニア州）とバンコク・クローントゥーイ・ロー
タリークラブ（タイ）とのパートナーシップを通じて
197,000 ドルのグローバル補助金を受領し、ベトナム
のクアンチ省でも地雷を撤去し、黒胡椒の木とタロイ
モを植えました。さらに、農家が作物を市場に売り出す

支援も行っています。
クーンさんは 2018 年、自身の夫で Roots of Reace の
パートナーでもあるゲイリー・クーンさんと共にアフ
ガニスタンを訪れました。よみがえった果樹園を視察
し、帰りは収穫された果物と一緒に貨物機で母国に戻
りました。
「強烈なインスピレーションを受けた旅。夢が現実と
なった人生最高のひとときでした」とクーンさん。
「そ
れは私たち夫婦だけでなく、世界中の農家とその家族
にとっても同じだと思います」
文：Nikki Kallio

ミャンマーの難民危機
「難民を支えるロータリー平和フェロー」
2017 年 8 月以来、ミャンマーのラカイン州での暴力を
逃れ、100 万人近いイスラム教徒ロヒンギャ難民がバ
ングラデッシュのコックスバザール地区へ避難しまし
た。ここの難民キャンプではシェルター、医療、教育リ
ソースの不足に加え、性暴力のリスクが高まり、特に女
性や子どもが厳しい状況に直面しています。
サクン・ガジュレルさん（Sakun Gajurel）は、イタリ
アと母国ネパールでの国連機関に勤務し、その後、ロー
タリー平和フェローとなって米国デューク大学とノー
スカロライナ大学チャペルヒル校で国際開発政策を学
びました。フェローシップの一環として、ガジュレルさ
んは、コックスバザールの難民キャンプで女性を支援
する国連機関「UN Women」で 2018 年の夏を過ごし
ました。
Q：難民キャンプでの最大の課題は何ですか？
A：1 年足らずの間に 90 万人近くの難民が国境を越え
非難してきました。モンスーンの季節には事態が悪化
します。竹の枠組みにタールが塗られた防水布を張っ
てできたテントがありますが、大雨や小さな土砂崩れ
には耐えられません。大雨で毎週 2～3,000 のシェルタ
ーが崩壊しました。
もう一つの課題は、悪路のため、難民全員に支援を届け
ることができないことです。難民の数があまりにも多
いため、効果的な支援が困難になっています。
Q：女性や少女はどんな問題に直面していますか？
A：暴力を受けやすい状態にあります。一部の危機的状
況では、
女性の 70％以上が性的暴力を経験しています。
夜間に屋外のトイレへ行くときや、生理のときに危険
を感じると報告する女性が多いです。危険が高まって
いるだけでなく、食料や水を家族に提供する仕事や、病
人の世話をする仕事が増えています。
Q：支援する中で、伝統や文化的なことはどのように影
響しますか？
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A：男女を分けることが、イスラム教徒のロヒンギャ民
族の中で一般的なこととなっています。それは、パルダ
ーという、夫以外の男性の目に婦人を晒すことを防ぐ
慣習と密に関係しています。女性と少女は家にいて家
族と一緒にいることを期待されており、一方、公の場に
いるのは男性や少年であることが一般的です。
多目的女子センターを通じて、US Women は女性の行
動促進とエンパワメントを支援しています。女性や少
女はこのセンターで、難民キャンプでどのようなサー
ビスや機会が得られるかを知ることができます。多く
の女性に支援が行き渡るよう、コックスバザールのセ
ンターでは約 20 人の女性が活動しています。彼女らも
ロヒンギャの女性で、ほかの女性たちから問題や課題
を聞き出し、センターや、キャンプ職員へ知らせる役割
を担っています。
Q：最も必要な支援は何ですか？
A：最大のニーズの一つは教育です。コックスバザール
では、教育を担当する提携団体が、2 時間の授業を三つ
のシフトで提供しています。しかし、それでも十分では
ありません。男性も女性も、皆新しいスキルを学びたい
と願っています。
ロヒンギャ難民の危機は長期にわたる問題になると、
国連は述べています。過去の歴史を振り返ると、難民危
機が長引いた場合、難民が何十年もキャンプでの生活
を余儀なくされるという傾向があります。一つの世代
が教育を受ける機会、または生活を向上させる機会を
得られずに終わるという事態を生まないよう、長期的
な観点で問題解決することが必須です。

本日例会[第 2698 回]

9/5(木)

12：30～

9 月号雑誌紹介/井上(昌)雑誌委員長
橋本会員増強部門長卓話
☆13：35～

9 月定例理事役員会

次回例会[第 2699 回]

9/12(木)

12：30～

新入会員卓話/米倉克己さん(広島信用金庫福山支
店)
次々回例会[第 2700 回]
例会変更
例会」

9/19(木)

「先達を敬う会＆第 2700 回記念夜間

於：福山城公園 湯殿

◇9/26(木)

18：30～

休会(定款第 8 条第 1 節)

（クラブ週報担当：小野暁）

