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本日の行事予定 (2014 年 8 月 8 日) 

第 2980 回 

卓話担当：杦田勝彦君 

演   題：「弁護士の仕事」 

 
先回の記録（例会） 

第 2979 回 ’14 年 8 月 1 日（金）晴れ  

≪会員増強月間≫ 

卓話担当：会員増強委員長 伊藤哲朗君 

演   題：「会員増強について」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー  猪飼充利君 
ゲ ス ト  ロータリー平和フェロー第 9期生 

水野ショー真希さん 
会 員 総 数  66名    7月 11日例会分訂正 
出席免除会員  20名    欠 席 会 員    12名 
本日出席会員  58名    MAKEUP会 員    10名 
本日の出席率  87.88％  訂 正出席 率  100％ 
 

会長挨拶 

安江正博会長 

 7 月 25～27 日には、姉妹ク

ラブ台北滬尾ＲＣの皆さんを

お迎えしての歓迎会や天王祭

見物など、国際奉仕委員会は

じめ皆様にお世話になりまし

た。ありがとうございました。 

 8月は会員増強月間ということで、伊藤哲朗会

員増強委員長に、地区会員増強セミナーのお話を

していただきます。 

 また、本日はゲストにロータリー平和フェロー
第 9 期生の水野ショー真希さんにおいでいただ
きまして、ありがとうございます。帰国報告とし
てスピーチをよろしくお願いします。 

 
ニコボックス報告 第 2979回分 

伊藤基ニコボックス副委員長 

台北滬尾ＲＣの皆さん (多額にいただきました)

安江正博会長、三谷栄一副会長、野々山勝也幹事 

①ロータリー平和フェローの水野ショー真希さ

んをお迎えして。②台北滬尾ＲＣのおもてなしが

無事に終わりました。皆様、

お疲れ様でした。 

安江正博会長 伊藤哲朗

君、本日の卓話よろしくお

願いします。 

伊藤哲朗君、安江正博君、

山田勝弘君、伊藤誠君、佐

藤敬治君、滝川林一君 水

野ショー真希さんをお迎えして。 

伊藤哲朗君 本日卓話を担当します。会員増強、

ご協力よろしくお願いします。 

吉田康裕君、余郷利彦君、伊藤祥文君、宇佐美三

郎君、片岡鉄君 津島祭が良いお天気の中、無事

に終了しました。 

鶴見治貞君、佐藤敬治君 天王祭が大成功で、宮

司お疲れ様でした。 

佐藤雅彦君 天王祭、大感激でした。ありがとう

ございました。 

山田章博君 天王祭初めて見ました。とても感動

しました。役員の方ご苦労さまでした。 

後藤務君 ７月 25～27 日、台北滬尾来日には、

皆さんにお世話になりました。殊に相羽先生の着

付けには非常に助かりました。 

坂井裕君 台湾の接待でグロッキーになりまし

た。 

矢田潔君 安江会長、ありがとうございました。 

水野憲雄君 メンバーに恵まれ、熱中症にもなら

ず、ロータリーゴルフ、優勝させていただきまし

た。ウィークリーに写真が載りました。 

稲垣宏高君 中野義光さんにお世話になりまし

た。 

稲川明俊君 久しぶりの例会です。生まれて初め

ての手術を受けました。病名は盲腸でした。 

岡本康義君 お久しぶりです。  

伊藤幸蔵君   本当にお久しぶりです。 

寺島淳一君、加藤隆朗君、服部貴君、住田正幸君、

田中正明君、児玉昭君、相羽あつ子君、横井知代



     

 

- 2 - 

第 2980 回例会                                                               

君、高木輝和君、山本達彦君、幅辰雄君、浅井賢

次君 ウィークリーに写真が載りまして。 

八谷潤一君、住田由純君、児玉昭君、生田達一君、

稲川明俊君 その他。 

 
ロータリー財団委員会 

ロータリー財団委員長 佐藤敬治君 
 今日は会員増強委員長
の卓話ですが、増強は今確
実に進んでおりますので、
お時間をいただきまして、
ロータリー平和フェロー
第 9期生の水野真希さん
をお迎えしてのスピーチ
をお願いしました。 
平和フェローというの

は、平和や紛争解決の分野

で国際的に貢献しておられる方に対して奨学金

を提供することです。世界各地で毎年約 50 名が

新たに学び、現在 11 期生になります。250 名ほ

どの方が世界各地で活躍しております。 

 水野真希さんは津島市出身で、津島ＲＣが推薦

クラブとなり大変厳しい審査を経て、第 2760 地

区初めてのフェローとして 2010 年 12 月から 1

年半、オーストラリアのクィーンズランド大学で

学びました。卒業後の 2012年 12月からケニアの

ユニセフ・ソマリア事務所に勤務されました。紛

争の続く現地で経験されたお話をお聞きしたい

と思います。 

 

帰国報告スピーチ 

ロータリー平和フェロー第 9期生 

水野ショー真希さん 

第 9 期ロータリー平和フェ

ローとしてオーストラリアの

クィーンズランド大学で 1 年

半勉強させていただきました。

本当にありがとうございまし

た。平和フェローは、世界各

地に広まっており、ロータリ

アンととも

に世界で強

い、深いも

のとなって

おります。 

 

フェロー

の強みは、世界的なネットワークで、 

どこへ行ってもフェローに出会います。インター

ンシップでも、ソマリアでもフェローに会いまし

た。ネットワーク、情報の交換、加えて、世界的

なロータリーのネットワークの恩恵も受けてお

ります。ケニアのロータリーにも参加しました。 

フェローは、ロータリーの方たちの未来への投資

の担い手として、横のつながりを大事にして、心

引き締めていきたいと思います。私たち平和フェ

ローは、ロータリアンの方々が願っている世界平

和のために、実際に現地へ行って働くというのが

使命だと思っておりますので、どうぞこれからも

よろしくお願いします。 

平和フェローとしての 1年半と、インドネシア

の国連難民高等弁務次官事務所で 3 ヶ月ほど難

民の方の仕事、そしてソマリアでの教育部署で働

いた経験をお話ししたいと思います。クィーンズ

ランド大学 9 期生 11 人は、世界各地に広がって

活躍しています。世界的なネットワークができて

います。ケニアにいてもロータリーに顔を出させ

ていただき、フェローの皆さんにもたくさん会い

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 フェローとして学んだ一番大きなことは、知識

を得るということはものを見る時の新しいレン

ズを養うことです。ひとつのことを見ていても知

識によって見方が変わります。どのようにしたら

起こっている紛争を悪くせず、良い方向に向かっ

て開発のプロジェクトができるのかを学んだこ

とが一番大事なことだと思いました。 

 フェローとして必ずインターンシップがあり

まして、私は 3カ月間ジャカルタの国連難民高等

弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）へ行きました。亡命

希望者の多くは空路でインドネシアに入国し、密

航業者が手配した

漁船などで、経済

的に豊かなオース

トラリアを目指し

ます。現首相アボ

ット首相は、難民

を追い返す姿勢を

強め、海上の取り

締まりを強化、イ

ンドネシアから抗

議を受けています。

強制的に拘留する

のはオーストラリ

アのみです。 

ロータリー平和フェロー第 9期生 

オーストラリア クイーンズランド大学 
 

フェローの世界的ネットワーク 
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 ソマリアはアフリ

カの角と言われます。

ユニセフのソマリア

事務所はケニアのナ

イロビにあります。ソ

マリア国内スタッフ

169人、ナイロビスタ

ッ フ 126 人 、 180 

NGO/CBO パートナー、 

年間 7千万円から 1億

円プログラムです。 

ソマリアの人口は

9,000,000 人、面積 637,700 km²、人種はアフリ

カでは珍しく単一民族のソマリア人です。言語は

ソマリア語、アラビア語を話し、宗教はイスラム

教、非識字率は 80％です。 

【ソマリアの歴史】 

1960 イギリス・イタリアから独立 

1969 シアド・バーレによるクーデター 

1991 内戦の開始、旧英領地域の独立 - ソマリ

ランド 共和国 

1992  国連ＰＫＯ（UNSOM）発足 

1998  旧イタリア領の独立 - 自治区プントラ

ンド設立 

2005  暫定連邦政府設立 (TFG) - 南部 

2011 東アフリカ大旱魃 - 大飢饉 

2012  新ソマリア政府誕生 

 

1990 年から内戦が続いていますので、子ども

たちや女性が何人どこにいるのかわからない、ア

フリカでは珍しくソマリア人は単一民族です。顔

を見ればソマリア人だとわかります。ケニアの難

民キャンプには 50 万人が生活をしています。キ

ャンプに 20 年も暮らしていると町みたいになり

ます。10 人中 4 人が学校へ行くことができてい

るのではないかと思われます。 

教育分野の主な活動は、学校の再建、教材の供

給、教師教育、教育システムの強化、データの収

集、ノンフォーマル教育への援助です。 

教育は子ども

たちも生活の大

きなささえです

が、多くの子ど

もたちがドロッ

プアウト（中退）

してしまいます。

ソマリア全体の

就学率は 40％、

遊牧民族の子どもたちは 25％で、平均 3 年生ま

で、高校レベルの教育を受けた子どもたちは 6％

です。8年間の教科を 5 年間で終えます。授業は

午前中と午後の 2回、どちらでも出られるように

なっています。親への働きかけをしても、学校へ

行かせる価値が理解できていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
誕生日祝福(8月) 

大河内勝彦親睦活動副委員長 

伊藤 誠君（ 1日） 

加藤隆朗君（21日） 

浅井彦治君（31日） 

 

 

 

 

 

夫  人 

加藤 則之夫人 ( 6日） 

住田 正幸夫人（14日） 

伊藤 彰浩夫人（14日） 

稲垣 宏高夫人（18日）  

坂井   裕夫人 (24日) 

野々山勝也夫人(24日） 

大河内勝彦夫人(28日） 

 

これがソマリアです。きれいですよね。 
 

野々山勝也幹事 

伊藤哲朗 

会員増強委員長 

↑幅辰雄青少年奉仕委員長より、8月 23日(土)

開催の「第 14回天王子ども塾」のご案内 

 私の卓話は次回の例

会でちょっとやらせ

てもらいますわ。 
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次回例会 

第 2981 回 ’14 年 8 月 22 日（金） 

卓話担当：堀田力男君 

講  師：演芸プランナー 

       経大亭勝笑氏 

演  題：「Live in Wool 会館 vol.3」 

 

お知らせ 
■尾張津島秋まつり三百年祭講習会 
8月 10日(日) 
第一部 午後 1：30～3：00  

「石採祭車・山車の彫刻」 
第二部 午後 7：00～8：45 
    「からくり人形」  
 

■事務局休暇 
 8月 13日(水)～15日(金) 
 
■休会 
 8月 15日(金) お盆休み 

臨時決算総会 

 前田昭生会計より、先週の第 2回理事会で承認

された 2013～14 年度の決算報告がされました。

また、2014～15 年度の予算発表も行い無事可決

されました。 

 

 

 

 

 

 

会計の前田昭生君    会計監査の服部貴君 

 
国際ロータリーニュース(7月 30日) 

元平和フェロー 

ジャスティン・ピーレさん 

 

米国務省・外交安全局には、

外交官の安全保障を目的とし

たチームがあり、約 2,000名が

世界 160 カ国で活動していま

す。その一人、ジャスティン・

ピーレさんは、サルバドール大

学（アルゼンチン）のロータリ

ー平和センターで紛争解決の

研究を行い、外交官の安全保障に貢献しています。 

2012 年、マリ共和国でクーデターが起こり政

権は転覆。これにより首都バマコの米国大使館で

は、緊急の安全対策が必要となりました。同国の

安全保障を担当していたピーレさんが、職員を避

難させるための特命を受けることになり、学んだ

とおりに行動すれば、必ず任務を果たせると信じ

て職員を無事に避難させることに成功。後に、こ

の貢献が米政府によって認められ、勇気と遂行力

を称える名誉賞がピーレさんに贈られました。 

「危険な状況でこそ、自分の本領を発揮できる」

とピーレさん。「この仕事では信頼が大切。"危

険になったら私がきます"と相手の目を見て言え

るようでないと」 

 マリ共和国での任務に加え、ジョン・ケリー米

国務長官のセキュリティ対策に携わった経験も

あるピーレさん。「外交政策の現場を間近で眺め、

政府、外交、人道問題に関する多くのことを学べ

た」と振り返ります。 

チームには、軍隊や警察からの出身者が多く、

弁護士、科学者、言語学者といった専門家もいま

す。そのような中、ピーレさんは平和部隊やロー

タリー平和フェローとしての経験を生かし、平和

構築のプロとして貢献しています。 

「私は、平和フェローシップを通じて多くを学び

ました。その根底にあるのは、人びとの苦しみを

和らげたいという気持ち。この気持ちは、平和セ

ンターだけでなく、ロータリーの活動全般に言え

ることだと思います」 

 

 

 野々山勝也幹事 

1. 西尾張分区・合同ゴルフ競技大会（10/16）

の案内のために、一宮ＲＣの競技大会実行委

員長の鎌田芳彰さんと伊藤光治さんがお見

えになっています。のちほどご挨拶をいただ

きます。会員の皆様にはご案内の書類を配付

しましたので確認ください。 

2. 本日、長田一郎さんの入会式を行います。推

薦人は伊藤哲朗君と宇佐美三郎君です。所属

する委員会は親睦活動委員会です。よろしく

お願いします。 

3. 11/1～11/3 に昨年に引き続き久屋大通公園

で「第 2回ワールドフード+ふれ愛フェスタ」

が開催されます。主催は第 2760 地区の実行

委員会です。チラシと広告協賛募集のご案内

を配付しましたのでご覧ください。 

4. 4月にあった地区研修・協議会の報告書が送

られてきたので、出席した会員にお渡ししま

した。 

5. 8 月 21 日（木）、地区クラブ研修情報委員

長会議に寺田委員長が出席します。 

6. 8 月 10 日(日)に「尾張津島秋まつり三百年

祭」の 2回目の講習会が津島神社参集所で開

催されます。 

7. 事務局の夏季休暇は13日(水)から15日(金)

です。16 日(土)17 日(日)もお休みです。緊

急の連絡がある場合には幹事の野々山まで

お願いします。 

8. 来週の 15 日（金）はお盆休み中ということ

で休会です。次回の例会は 8月 22日です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月 8日（金）第 2980 回 幹事報告 
 

 


