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世界へのプレゼントになろう
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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。米山
記念奨学生の周彬君ようこそ。
今日は、地理と歴史についてお話してみたいと思います。現在の複
雑になった中東情勢がどうしてこうなったかまとめてみました。1914
年6月にオーストリア皇太子が銃撃されるサラエボ事件が起こり、世界
大戦へと発展しました。ドイツ・オーストリア・オスマン帝国・ブル
ガリアからなる中央同盟と、三国協商を形成していたイギリス・フラ
ンス・ロシアを中心とした連合国、後に日本、イタリア、アメリカも
連合国に参戦して2つの陣営に分かれ戦いました。中央同盟の相次ぐ脱
落により1918年11月に戦争は終結しました。この時イギリスが1915
年10月にメッカの太守であったフサイン・イブン・アリーと駐エジプ
ト高等弁務官ヘンリー・マクマホンとの間でやりとりされた書簡の中
で、イギリスは第一次世界大戦における対トルコ戦協力を条件にアラ
ブ全域をまたぐ大きなアラブ人居住地・統一国家の独立支持を約束し
ました。フサイン・マクマホン協定と呼ばれ、後に守られることはあ
りませんでした。1915年11月に連合国側は大戦後のオスマン帝国にお
ける勢力分割について秘密裏に交渉が始まり。イギリスのマーク・サ
イクスとフランスのジョルジュ・ピコによって分割案の作成が進めら
れました。これをサイクス・ピコ協定と呼ばれます。その後、ロシア
帝国も加わってペトログラードで秘密協定が結ばれました。イギリス
とフランスは植民地支配と資源利権の分配を目的として、それぞれ青
と赤のペンで自分たちの領域に分けています。シリア南部とイラクの
大半をイギリスの勢力範囲とする。シリア、アナトリア南部、イラク
のモスル地区をフランスの勢力範囲とする。黒海東南沿岸、ボスポラ
ス海峡、ダータネルス海峡両岸地域をロシア帝国の勢力範囲とする。
1917年にロシア革命が起こり、サイクス・ピコ協定の秘密外交が明ら
かにされて、アラブの反発を強めることとなりました。1917年11月に
イギリスの外務大臣アーサー・バルフォアがイギリスのユダヤ系貴族
院議員である第2代ロスチャイルド男爵ライオネル・ウォルター・ロス
チャイルドに送った書簡でイギリス政府の公式方針として、パレスチ
ナにおけるユダヤ人の居住地（ナショナルホーム）の建設に賛意を示
し、その支援を約束しています。イギリスは同時に実現出来ない矛盾
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した約束をした三枚舌外交と批判されました。
ここで重要なことは、サイクス・ピコ協定により
フランスとイギリスに拠って恣意的にひかれた国境
線により、中世から近世にかけてオスマン帝国の領
域にあったクルド人の居住地はトルコ・イラク・イ
ラン・シリア・アルメニアなどに分断されました。
3,000万人の独自の国家を持たない世界最大の民族
集団が発生しました。クルド人の大半はイスラム教
徒でスンニー派、アレヴィー派が多く、イランはシ
ーア派が国教となっています。シリアのISはスンニ
ー派です。もともと、イスラム教の9割はスンニー
派であり、イラクはシーア派が過半数を占めます。
この様に、同じイスラム教でも宗派の違いにより対
立の原因になっています。また、キリスト教・ユダ
ヤ教・イスラム教の共通の聖地のあるエルサレムを
分割して、ユダヤ教徒に占有させることを認めてパ
レスチナ問題が作られました。第二次世界大戦後、
この土地からパレスチナ人を追い出して、イスラエ
ルが建国されることとなりパレスチナ難民問題が生
まれました。
ちょうど100年前に起こった第一次世界大戦の
影響が、今なお続いていることを知りました。皆さ
んも、ニュースの裏に隠された地理と歴史について
考えてみてはいかがでしょうか。
以上をもちまして、会長挨拶とさせて頂きます。

幹
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◆平成27年度スポーツ少年団上尾ロータリークラブ
杯争奪冬季バレーボール大会が来年１月９日、8:50
から鴨川小学校で行われます。関口会長が出席され
る予定です。
◆訃報です。今週もまた鴻巣RCの松岡昇会員が12
月3日に急逝されたそうです。享年68歳です。
◆吉川RC創立45周年ポリオ撲滅チャリティーゴル
フ大会が平成28年３月１６日に茨城県のJGMやさ
と石岡ゴルフクラブで開催されます。参加される方
はよろしくお願いいたします。
◆来年1月、韓国の青少年訪日団がくる日程が決ま
りました。１月８日〜１３日までで、当クラブでは
２人を受け入れてホームステイをする予定です。詳
細が決まりましたらまたご報告させていただきます。

財団ベネファクター寄付優秀クラブ賞 第１位
2014〜2015年度、ロータリー財団へのベネファク
ター寄付で多額の寄付を寄せたとして、2014〜
2015年度濱野英美ガバナーより表彰状が届きまし
た。多額の寄付を寄せた大塚信郎パストガバナー、
大木保司会員、おめでとうございます！

告

作幹事

◆ラビンドランRI会長から
地区ガバナー宛に、ロータ
リー財団に寄付されたクラ
ブ会長にお渡しくださいと
いう書簡が届き、当クラブ
に「ワールドクラス認証ピ
ン」が届きました。

2014〜2015年度 会長賞 表彰
齋藤博重直前会長 おめでとうございます！
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感謝状

例会主題〜会員卓話

2014〜2015年度 RI.D2770地区 社会奉仕部門委員
長として、地区運営に大いなる指導力を発揮された功績
を称え、尾花正明会員に感謝状が届きました。おめでとう
ございます！

マイナンバ ー 制 度 について
村岡 武仁会員

ロータリー米山記念奨学金授与
米山記念奨学生

周 彬 君

就職活動の成果を実らせ、総合商社から内定をいただき
ました。また自動車教習運転合宿も無事に卒業しました。
皆様の支援のおかげです。ありがとうございます。

結 婚・誕 生 祝 い
お誕生日

おめでとうございます！

井上 清会員 88歳・米寿 おめでとうございます！

マイナンバー制度導入の最大の目的は、税制の不正
をなくそう、副業・サイドビジネスまでの収入を把握する
のが狙いではないかということで、国税庁は一生懸命で
すが省庁ごとに温度差があるようです。
私たち側から皆さんへのお願いは、税や社会保険の
書類、役所などの書類にマイナンバーを書いて届ける際
、
ご自分や社員さんのマイナンバーの提出には取扱いに
充分に注意していただくことです。来年の確定申告あた
りからしっかりとマイナンバーを書きいれて源泉徴収票
などに番号が書かれていないと、身分を確認するために
さらに別の書類などが求められたりする可能性がある
かなと思っています。
マイナンバーでは漏えいが心配されますので、安全管
理措置の対策では１．マイナンバー取り扱い担当者の
明確化、
２．組織的安全管理措置、
３．人的安全管理措
置、
４．物理的安全管理措置、
５．技術的安全管理措置
が挙げられます。
個人番号カードの申請は任意なのですが、申請にあ
たっては個人番号カードの申請書に顔写真と返却用の
封筒を用意して送ります。出来上がると、自分を証明す
るものを持って市役所にとりにいくことになります。個人
番号カードの有効期限は、20歳以上の方々は10年だそ
うです。簡単ですが以上でマイナンバーに関するあれこ
れをおえたいと思います。

第２620回 移動例会
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皆さんこんにちは。マイナンバー制度にまつわる話を
お伝えしたいと思います。
マイナンバー制度とは「行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等に関する法律」のこ
とになります。
とても長い名称ですね。制度成立の経緯
ですが、日本における番号制度は40年以上も前から検
討されていました。昭和55年頃にはグリーンカード（少
額貯蓄等利用カード）なるものが検討されまして、
この
カードは課税逃れを防ぐため、非課税貯蓄をしている預
貯金口座の名寄せを義務づけるものでしたが、安全性
を危惧され、実現しませんでした。以来、社会保障番号
や社会保障カードといったものも構想されましたが、
こ
れも日の目をみませんでした。
しかし平成19年に「消えた年金問題」が発覚し、人の
手作業では入力ミスや管理がずさんさだったため、番
号による管理制度があればこのような問題は起こらな
かったのではないかと提起され、以降番号制度導入の
気運が一気に進められるようになったわけです。
概要としまして、マイナンバーは法律で定められた行
政手続きと地方公共団体の条例で定められた社会保
障・税・災害対策の三分野やこれらに関連する事務に限
られ、それ以外では利用することはできないことになっ
ています。
マイナンバー通知カードは身分証明書がわりになら
ないけれども、個別に請求する個人番号カードは義務
ではないが身分証明書がわりになります。将来、健康保
険証がわりになると言われていますが、そこまではまだ
わかりません。私ども社会保険労務士としては世間の情
勢を見ながら進めていこうかなと思っています。
個人番号導入による効果は、
１.行政の効率化。
２.公
平・公正な社会の実現。
３.国民の利便性の向上 にな
ります。
さて安全管理措置の対策ですが利用用途が広がれ
ば広がるほど、
リスクも高まってきます。例えば９ケタの
番号を使っているアメリカでは今年の２月の段階で
8,000万件の犯罪・トラブルが発生しているそうです。
１
３ケタの番号を使っている韓国では、去年１月現在で
2,000万件のトラブルが発生しているそうです。カナダ、
スウェーデン、
フランスも番号制度を使っています。

村岡会員、卓話 ありがとうございました！
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埼玉県東松山市にある
「関東甲信越ブロック血液センター
埼玉製造所」を訪問しました。
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
事務所 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町1-8-31 新和エクセルビル303
例会場 東武バンケットホール４F（ポリアス）
ＴＥＬ 048-775-7788 ／ FAX 048-776-9799
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社会奉仕部門委員長

