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10月 1日 卓話 地区社会奉仕
部門委員長 大杉能弘様
10月 8日 公式訪問準備
ガバナー補佐・大國博様
10月15日 ガバナー公式訪問
地区ガバナー・井原實様
10月22日 卓話2014-15年度
青少年交換留学生
島村江里香さん
10月29日 内容変更 検討中

関口 和夫会長

皆さん、こんにちは。本日も、ご出席ありがとうございます。お誕
生日、ご結婚の会員の皆様おめでとうございます。
さて、先週は識字率向上についてお話しをしました。国会は安全保
障関連法案の審議と憲法解釈についての審議が山場を迎えています。
世界に目を向ければ難民問題でドイツの対応が注目を集めています。
世界の中で日本の難民の受入について、批判が寄せられています。
NewSphereの記事の中に、日本の難民受け入れ体制が世界最低レベル
だと、海外メディアから批判が集まっていることが載っています。日
本は中東支援に2億ドルの人道支援を約束しました。資金援助ではアメ
リカに次ぐ2位だそうです。英インデペンデント紙は、シリア難民を
2014年に11人の亡命申請を認めた日本がさらに難民に対する制約を強
化するかもしれないと報じています。法務省の目的は本当の難民の見
極めを迅速に行ない、経済難民の排除をすることだと述べています。
しかし世界の各紙はこうした日本の「金は出すが直接支援はしない」
姿勢に批判的です。英ガーディアンは「低い認定率は恥ずべきことだ
」「責任を直視せよ」と言ったコメントを紹介しています。
豪シドニー・モーニング・ヘラルド紙の各国の受け入れ状況をまと
めた記事が紹介されています。
ヨーロッパ ドイツ 今年だけで80万人の受け入れを表明。フィン
ランド 今年の受け入れを3,600人から3万人に増加。ハンガリー 今
年14万人以上が入国。その多くがドイツに移動中。南部セルビア国境
に高さ3.5メートルの壁を築き、今月15日までに国境を閉鎖する。 フ
ランス 今後2年間で2万4,000人の受け入れを表明。 イギリス 5年
で2万人の受け入れを表明。バチカン 全教区に最低1家族を受け入れ
るよう要請。スウェーデン 今年7万4,000人を受け入れる。イタリア
北アフリカから渡ってきた12万人の受け入れ。 トルコ 世界最多
の190万人以上のシリア人が国境を越えて来ている。その3分の1が政
府運営のキャンプに暮らしているが、他は拡散している。オーストラ
リア 1万2,000人のシリア難民の受け入れを表明。アメリカ 来年ま
でに最低1万人のシリア難民を受け入れる。来年は難民受け入れトータ
ルで5,000人増の7万5,000人とする。ベネズエラ 2万人受け入れの準
備。ブラジル 昨年1,405人を受け入れ。今年も門戸を広げる。日本
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昨年、シリア難民を含む5,000人が亡命申請し受け
入れたのはトータルで11人シリア人は累計で3人。
更に基準を厳しくする事を検討中。中東では、レバ
ノン、ヨルダンに多くの難民が受け入れられていま
す。また、カタール、UAE、サウジアラビアなど
裕福な湾岸諸国やイスラエルは受け入れしていませ
ん。
この記事の中でワシントン・ポスト紙は少子高齢
化が進む日本の中で、年金や健康保険を今後誰が負
担するのかと、移民の受け入れの必要性を述べてい
ます。また日本にはすでに800万戸の空き家が存在
し難民の生活の場は十分にあると指摘しています。
しかし、浦和大学の河東田博特任教授はインター
アクト年次大会の講演の中でスェーデンを、難民支
援を積極的に行っている国として紹介しています。
福祉国家の中で移民依存から移民排斥へ変わること
に揺らぐ国家として話されています。移民をめぐる
問題として1.移民地区の特殊化（住民の90％以上が
移民と言う地区がいくつもある。）2.文化の違い
スェーデン社会で大切にしている男女平等を否定す
る人たちが入国してきている。3.治安の悪化。4.社
会保障負担の増加。移民の失業率の高さによる社会
保障費の増加。このため、2010年9月の総選挙で保
守中道連合の勝利でしたが、極右政党が0から20議
席と大躍進しました。2014年9月の総選挙では革新
連合が勝利し、移民排斥の極右政党がさらに49議席
となり第3政党となっています。
移民排斥の動きがあるものの、なぜ積極的に移民
・難民を受け入れてきているか。考え方、政策実行
等に学ぶものが多い国と紹介されています。その典
型が2009年1月に施行された差別禁止法です。その
目的（第1条）は、性差、性同一性障害、民族・人
種、宗教・信仰、性的指向・年齢に対する差別を禁
止市、他の人々と同じ価値と可能性を持てるように
すること。認識の仕方・規則の体系が、人々の幸福
や自己実現に方向付けられた時、はじめて意味を持
つと述べられています。難民の受け入れと日本のあ
り方を考えさせられました。
難民支援については、UNHCR（国連難民高等弁
務官事務所）のホームページをご覧いただきたいと
思います。
以上をもちまして、会長挨拶とさせて頂きます。

幹
藤村
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作幹事

◆先日台風18号が東日本
を襲いましたが、災害の義
捐金のお願いがきておりま
す。会員１人につき1,000
円を想定ということで、9月
30日が締切となっています。
どこから義捐金をだすか検討しますが、皆様1,000円の
ご支援をよろしくお願いいたします。
◆10月の行事予定表を先週お配りしましたが変更があ
ります。10月29日に認知症サポーター養成講座を行う
予定でしたが講師の都合で12月3日に延期になりまし
た。10月29日はまだ予定がたっておらずこれから決め
たいと思います。
◆先週最後にお話しした全国ロータリークラブ野球大
会参加について、本日皆さんにアンケートをＦＡＸ送信
しています。来週の期限になり、10月から練習を始めた
いと思います。皆さんのご意見をよろしくお願いいたしま
す。
◆11月の行事予定ですが、11月第4週の例会が日程変
更になっています。木曜日の前日、
２５日（水）に上尾と上
尾西さんと上尾北さん３クラブの合同例会を行う予定
でいます。時間は同じ12:30点鐘で、会場は東武バンケ
ットのフローラになります。内容は今後検討となっていま
すが、おそらく閉会の点鐘は14:00に、時間延長になる
予定です。
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財団大口寄付者 記念品授与

結婚記念日

ロータリ財団大口寄付者として島村健会員に記念品
が授与されました。
また島村会員は米山記念奨学会功
労者として表彰されました。島村会員、おめでとうござい
ます。

おめでとうございます！

久保田 勲会員
9月12日、23回目の結婚
記念日を迎えました。毎年
クラブからお花を届けてい
ただいておりますが、毎年
当日は忘れており、今年も
土曜日でゼネコンの旅行
に行っておりましたが横山会員から電話をいただき届
けてもらいました。妻にメールをしたら妻は２日勘違いし
ていたので、お花に救われました。23年間無事にこれた
のも皆さんのご支援のおかげと思います。
これからも夫
婦仲良くいきたいと思います。ありがとうございます。
藤村 作会員

結 婚・誕 生 祝 い
お誕生日

おめでとうございます！

門崎 由幸会員
9月13日に48歳となりました、4回目の年男です。今日
は同じ誕生日のお二方がお見えになっておらず寂しい
次第です。48歳、次の年男は60歳＝還暦です。48〜60
歳はたいへん重要な時期になるのかなと思います。今
後、
まずは体重を落とそうと思っています。皆さんの前で
言っておけば、自分に甘えずに減量に取り組めるかなと
思います。本日はお祝いいただきありがとうございまし
た。

例 会 主 題 〜 クラブフォー ラム
会員維持増強討論会

会員増強維持委員会

大塚信郎委員長

増強委員会は年度計画
書にあるように月２回ペー
スで委員会を開催していま
す。RLIで使っている資料
を各テーブルに置きました
が、当クラブの会員数の推
移は、1994年60名、2005年52名、2009年46名、昨年
が35名です。私が入会した時、創立20周年記念で上尾
東クラブをつくるなどした際に70名近い会員数があり
ました。上尾東クラブを創立時にチャーターメンバーと

結婚祝いということで、
今話そうと思っていたこと
は久保田会員に先に話さ
れてしまった気がします。お
ととい9月15日で丸７年に
なります。クラブに入会した
ての頃には、皆さんに結婚式にお越しいただきありがと
うございました。私も横山会員からお花をどこに届けま
しょうかと連絡がきて、記念日に気付いた次第です。そ
の日は時間があり、ネットで調べたら７年目というのは「
銅婚式」
らしいですね。
ということで銅のタンブラーを２
つ購入して、その日、
ビールで乾杯をしました。
あと７年前に皆さんにお越しいただいたのはホテル
オークラですが、そこを式場に選んだ理由は雰囲気が
好きだからです。つい先日、2019年オープンにむけて建
替えするため閉館になりました。建替え後は高層ビルに
なり上が商業棟、下はホテルになるということですがそ
れを聞いて少し残念に思っています。いろいろなものは
残すようですが、建物全体の雰囲気は変わってしまうの
ではないかなぁと思っています。
ＲＣで幹事となり忙しくなりましたが７年間なんとか
やってこれました。
これからもロータリーライフを楽しん
でいこうと思います。皆さまありがとうございました。

して５名くらい移籍しましたが、それでも60名ほどの会
員がいました。現在はいろいろな状況でご年配の方が
お辞めになりましたが、それに対して若い方の補充がで
きていません。なぜ増強が必要かというと、会員数が少
ないといろいろな奉仕活動ができないということがあり
ますし、人数が多いということはいろいろな形で張り合
いになると思います。増強するためには私は委員会を頻
繁に開いて、皆さんの頭の中に絶えず「会員増強」の意
識をもっていただかなければいけないと思っています。
本日は候補者のお名前をリストアップして記入していた
だければと思います。私も関口会長も推薦がありました
ら皆さんと一緒にお伺いして入会のお誘いをしますの
で一人でも多く候補者を記入いただきたいと思います。
それではよろしくお願いいたします。

この後、テーブル毎に分かれて活発にディ
スカッションが行われました。
討論いただいた皆様、ありがとうございま
した。増強にむけてご協力のほどお願いい
たします！

スマイル
久保田副会長 結婚記念日のお花、ありがとうございました。
藤村幹事

結婚記念祝い ありがとうございます。

大塚信郎会員 会員増強 宜しくお願いします。
島村会員

ロータリ財団より記念品をいただきありがとうございました。

齋藤博重会員 増強がんばりましょう。財団寄付もお願いします。
関口会長／樋口副幹事／武重会員／井上会員／尾花会員／
渡邉会員／大塚崇行会員／齋藤哲雄会員／宇多村会員／長沼会員／
北村会員／門崎会員／坂本会員
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