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第 1201 例会報告
会長挨拶
会長 長崎政直

Democratic People's Republic of Korea
昨日は、北朝鮮が延坪島（ヨンピョンド）の韓国軍施設
や市街地を砲撃、韓国軍兵士２名、民間人２名が死亡、
十数名が負傷したというニュースを巡り、戦争勃発かと
世界を震わせました。
１９４８年に南北に分断され、社会主義の北朝鮮、資本
主義の韓国となりました。この年に、イスラエルも建国さ
れています。
第二次世界大戦の後始末が、今もって続いているのです。
１９５０年～１９５３年に朝鮮戦争があり、私たちの記憶
にも鮮明に残っている１９８３年ビルマで韓国大統領を
狙った爆弾テロ、１９８７年の大韓航空機爆発事件、その
後もヨンピョンド島付近での小競り合い等々と続き、２０１
０年の今年、３月の韓国哨戒艇沈没事件と両国の間で
は、様々な衝突が起こっていました。そして、この６０年
の間に、北朝鮮により、朝鮮戦争時代には想像もしなか
ったであろう、ミサイル、核と現代戦争の先端兵器が開
発され、今日の東アジアの脅威となっているのです。
この国に関わっては、「拉致問題」、「ミサイル」「核実
験」と、ここ十数年の間に、度々の重大な出来事が報道
される中、それらは私自身に直接関わることもなく、困っ
た国だ、困った指導者だと思いながらも、ある意味、平
和ボケしてしまって、昨日も、そのニュースを聞いた時、
「へーー！！」と聞き流す始末でした。
しかし考えてみると、この国は、世界の常識が通用しな
い国なんですね。ですから、国連や、ロシア、アメリカ、ヨ
ーロッパの先進国が何を言おうと、取り合うはずもない国
なのだと思います。中国だけは、それなりの影響を与え
ることができると言われていますが、実際の所、切羽詰っ
てくればどうなるかわからないと思っています。
北朝鮮の人口は２２７０万人です。国名を「朝鮮民主主
義人民共和国」というのだそうです。
キム・ジョンウンの体制固めとかいろいろ取り沙汰され
ていますが、国の指導者は、その国民の豊な暮らし、幸
せのために働くからこそ、指導者でいられるのだと思うの
ですが、一部の人々が豊に暮らし、多くの国民が餓え、
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平成 22 年 11 月 25 日（木） 晴れ
苦しんでいても、それが問題に出来ない、ならない社会
の仕組みができているのでしょう。
平和という価値観を、また、民主主義人民共和国とい
う価値観を共有しているならば、ともかくとして、そうした
価値を持ち合わせていないと思われる、世界は自分達
のためだけにあると思っているであろう指導者や国に対
して、私たちは、何が出来るのでしょうか。
人権というものを話す友人も北朝鮮にはいないので
す。ＲＩのテーマ、Bridging Continents を繋ぐ相手もいな
いのです。
先のセブ島訪問の際、「フィリピンの貧民エリア、スクワ
ーターから、ここを脱出しようと、意思する人々はいない
のか、脱出させようとする人は居ないのか」と西澤君に
尋ねました。「いないというより、無理なんです。スクワー
ターで育つものは、一生、スクワーターで生きるしか仕
方ないのです。」という答えでした。北朝鮮も、同じような
運命的状況かと思いながらも、しかし、フィリピンで、恵
まれない子供たちの教育支援をしている NPO 法人、プ
ルメリアの濱野さんは、今回の訪問の際、（１時間半ほど
懇談をしたのですが、）スクワーターから脱出し、フィリピ
ンの現状を打開しようと思っている若者は居る。日本に
留学し、名古屋大学で勉強しているとの話でした。セブ
には、まだ光があると思います。
しかし、北朝鮮に対しては、ひたすら防衛のための戦
争準備をするしかないのでしょうか。平和ボケした私、
私たちは、憂鬱の中で、オロオロするしかないのでしょう
か。
閉塞感と憂鬱だけが増して行きます。北朝鮮にロー
タリークラブがあったなら・・・
■ニコニコ BOX
２４名
27,000 円
累 計
592,000 円
目標額
130 万円
達成率
45.5％
■今週のことば
危険物安全協会５０周年記
念で県知事感謝状をいただ
きました。
植松友一

■出席報告
会 員 数
出席対象
出席者数
出 席 率
前回修正

35 名
35 名
27 名
77.1%
80.0%

■ 次回のプログラム
12 月 9 日
社会奉仕委員会担当例会
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1201 回例会 クラブ奉仕委員会卓話

◇幹事報告◇

蒲地整志

１．以下の文書を受領いたしました。
① 米山奨学金・RI 財団からのメールによる連絡があ
りましたので担当委員会に伝達致しました。
２．連絡事項
①11 月 23 日平福寺にて書道展が開催されました。
蒲地副会長が赴き例年通り諏訪湖 RC 会長賞を伝達
致しました。
②2 月 19 日（日）に下諏訪町諏訪湖浄化推進協議会
の 30 周年記念式典が開催されます。詳細は後日の
決定となります。
③本日（11 月 25 日）理事会が開催されました。CLP・
会則検討特別委員会から提出された細則変更案を
審議し 12 月 16 日の総会に上程することとなりまし
た。
④次期役員及び理事指名委員会にて次々期会長に
蒲地整志会員が選出されました。次々期幹事に河西
達雄会員が予定されました。
⑤次期役員及び理事指名委員会は 上記④以外の
次期役員の選出を三村会長エレクトに一任いたしま
した。
⑥上記③④⑤項は 12 月 16 日の総会に上程されま
す。資料は 12 月 2 日の例会時に配布の予定です。
⑦地方事務所から確認のあった諏訪湖アダプトプロ
グラムに継続参加することとなりました。
⑧米山奨学金・RI 財団への寄付は 12 月 2 日例会ま
でを取りまとめて送付致します。（RI ﾚｰﾄは 1 ㌦＝82
円）寄付のお申し出はお急ぎ下さい。
３．悲しいお知らせ
三沢敏郎氏は前
期にて当会を退
会され病気療養
に努めておられ
ましたが 11 月
25 日朝ご逝去
なされました。
（戒名＝憲徳院
法道明敏居士）
ご冥福をお祈り
申し上げます

蒲地委員長の多岐に
わたる愉快な卓話でし
たが、そのうち、クラブ
奉仕委員会に関係す
る事項のみを箇条書き
にして報告いたします。
１． 出席について
① 他クラブへ参加してのメイクにご協力ください。
② 例会欠席の連絡は、例会日の午前９時３０分まで
に、例会場であるうらかめやさんに連絡が原則です
③ 例会には、少なくとも開始５分前までにはお越しくだ
さい
④ 無断欠席による会費の無駄（昼食などの無駄）が１１
月１１日までで約５万円に上ります
２． ニコニコボックスについて
① クラブ内規の厳守にご協力ください。（内規の内容は
ニコニコボックスの横に掲示してありますが、念のた
め最後に記載しておきました。）
② 会員のニコニコボックスの関係について
１） 会費は領収書が出るが、ニコニコボックスはで
ない。
２） 現在の諏訪湖 RC は、ニコニコボックスの収入
がないと運営できない
３） 会費のうち約半分は会員の飲食代である
４） お金不足の特効薬は会員増強である
ロータリー内規
第 22 条 二コニコ BOX 内規
（1） 例会無届欠席 1,000 円、例会遅刻早退、1,000 円
誕生日祝い 3,000 円、結婚日祝い 3,000 円、
5 年皆勤 10,000 円、10 年皆勤 10,000 円、
その他皆勤 2,000 円、ラッキーNo l,000 円。
（2） その他ニコニコ BOX 対象事項
高額所得者 10,000 円、表彰受、子弟の結婚・出産、
子供の大学・高校入学及び卒業、会社工場住宅の新
改築、その他 1,000 円以上。

───────────────────────

委員会報告
国際奉仕委員会
先月来お願いしてまいりました、米山奨学金・RI 財団
への寄付ですが、来週の例会（1202 回例会）で終了さ
せていただきます。寄付の意思を持ちながらまだ寄付を
お済みでない方、お忘れの無いようにお願致します

