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国際ロータリー2012～13 年度会長 田中 作次 

  

第 2560 回例会 平成 25 年 5 月 17 日（金） 

◇ 点  鐘       小宮山 四郎 会長 

◇ ロータリーソング   奉仕の理想 

◇ 四つのテスト     平山 秀樹 会員 

◇ お客様 

  ＮＰＯ法人  テラ・ルネッサンス創設者 鬼丸 昌也 様 

  成田コスモポリタンロータリークラブ 横山 英樹 様 

◇ ニコニコボックス 

石川 憲弘 会員：昨日、ゴルフ同好会のゴルフでしたが、ロータリークラブのゴルフで

初めて優勝いたしました。実は４月２４日の倫理法人会のゴルフで腰を痛めリハビリ中で

はありましたが、幹事の役職を仰せつかっておりますので無理をして出ましたところ、い

つもより調子が良くて優勝できました。一緒に廻っていただきましたメンバーにも恵まれ

まして楽しい１日を過ごしてまいりました。 

岸田 照泰 会員：成田山で一番古いお堂である薬師堂が、設計などを含めまして４ヶ年

かけ５月１５日に引き渡しとなりました。薬師堂が修復したということでニコニコいたし

ます。 

日暮 俊久 会員：この度、我が家にとってビッグニュースがありました。二男は、今、

３７歳。大学を卒業して以来“てんかん”の研究をしておりました。ここ３年ほどは福岡

大学医学部で主任研究員として“てんかん”の研究を続けておりました。ゴールデンウィ

ークの最中にＮＨＫのテレビに出演しインタビューを受けていました。“てんかん”の中

には、“難治てんかん”というものが３割ぐらいあり、薬剤もきかない、治療もできない

そうです。その患者の細胞からＩＰＳ細胞を取りだし、患者の細胞レベルで病気を再現す

ることに成功したと福岡大学医学部の研究グループが発表しニュースになっておりました。

これは世界に先駆けて初めて成功した画期的なものだそうです。この後、更に新薬の開発

に繋がるものと非常に期待しているということです。二男はこのことをアメリカやカナダ

の医学会で発表するために飛び回っております。 

 

◇ 会長挨拶   小宮山 四郎 会長 

皆さん、すでにファックスでお知らせいたしましたが、今日から、当成田ロータリーク

ラブのクールビズが始まります。涼しい服装で暑い夏を乗り越えましょう。 

昨日、５月１６日（木）実質、第３回目のゴルフ同好会が五月晴れの絶好のゴルフ日和

の中、大栄カントリークラブで開催されました。ＯＢを含む４組１６人、回を重ねるごと

に参加人数も増え、盛況になってきています。ＯＢ会員に聞くところによりますと、かつ

て週報担当者が親睦を深めるためにゴルフコンペを始め、退会された人達も参加をして、
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年に何回かＯＢ会として続けていたそうです。当時、第４３代会長だった平野順一氏の時、

現役の会員も参加し合同でＯＢ会として始めようという事になり、クラブから予算を付け

ていただき、持ち回りの優勝カップも作り、ＯＢ会として継続していましたが、前年度、

ゴルフ同好会を作り会員の親睦を図ろうと言う事で、それまでのＯＢ会が形を変えて、ゴ

ルフ同好会としてスタートすることになりました。そのＯＢ会の提言者だった当時の平野

順一会長が５月１０日（金）に逝去されました（享年６８歳）。また、同元会員は成田ロ

ータリークラブにも２６年間強在籍されクラブ活動にも多大の貢献をされました。ここに、

会員の皆様と共に哀悼の誠を奉げたいと思います。 

来週、５月２４日（金）の例会は移動例会で大相撲観戦となります。墨田の川風に浴衣

の裾をひるがえして場所入りするお相撲さんの姿は５月場所が一番似合う◆そんな風に思

うのは風薫る５月、端午の節句の５月もあるからだろうか。「そら豆とビールは５月場所

のさじきが一番うまい」といったのは昭和天皇の侍従長、入江相
すけ

政
まさ

さんだった◆その大相

撲の５月、夏場所は昨日が５日目、今場所は「珍事」が起きていると報じられた。何かと

思えば、４大関がそろって初日から３日間勝ちっ放しと言うこと。これが２００７以来で

６年ぶりになるという◆この程度が珍事では情けない。いかに近年の大関陣が頼りないか

ということ「せめて中日くらいまでは続けてくれれば」と北

の海理事長。全く同感だ◆せっかく大関陣が連勝しているの

に、横綱日馬富士が２日目に早くも黒星とはいただけない。

昇進して４場所目。これまで９勝、全勝、９勝の成績は不甲

斐ない◆９勝６敗の歯がゆい大関をクンロク大関というクン

ロク横綱はなしだ。千秋楽まで横綱、大関の健闘を祈る。然

しこの記事は５月１５日、４日目の記事で、５日目の昨日は

横綱日馬富士がすでに２敗、２大関にも土がついた。我々が

観戦する、来週、１３日目まで白熱した優勝争いが続いてい

てほしいと期待したいものです。 

 

◇ バッチの授与 

・ロータリー財団  

マルチプルポールハリスフェロー  工藤 照淳 元会員 

 

◇ 委員会報告 

・親睦委員会      近藤 博貴 リーダー 

 来週５月２４日（金）に行なわれる大相撲五月場所観戦についてご連絡します。 

１． 集合時間  １２時４５分です。遅刻されないようお願いします。 

２．出発時間  １３時出発、１５時までには国技館に到着予定です。 

３．集合場所  京成成田駅東口、コンフォートホテル側です。 

４．利用バス  千葉交通 

５．入場券等  バスの中にて入場券と座席表をお渡しします。 

６．その他  

・相撲協会の協力により、相撲終了後力士と記念写真の撮影をします。ただし、力士は誰

になるか不明です。従って、次の例会場「ちんや」への到着予定が少し遅れるかも知れま
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せん。 

 ・「ちんや」での例会に参加されない方、行きのバスを利用されない方、または帰りのバ

スを利用されない方は近藤までお知らせください。 

・参加者は、３４名（会員１９人、ご家族１３人、米山記念奨学生、事務局員） 

 

・ゴルフ同好会   成田 温 会員 

平成 25 年 5 月 1６日（木） 第三回ゴルフ同好会コンペを大栄カント

リークラブにおいて行いました。当日は天候に恵まれ五月晴れの空の下

でOB４名を含む総勢１６名のプレイヤーで熱戦が繰り広げられました。

結果は３名がネット同スコアでしたが、「年齢が上の人が勝者である」

とのロータリールールに従い、優勝 石川憲弘会員、準優勝 山田英雄

OB 会員、３位 神﨑誠会員の結果となりました。終了後のパーティー

では、向後博文 OB 会員よりゴルフ同好会の始まりの話がでたりして、楽しいひと時を過

ごしました。 

尚、小宮山会長、秋葉クラブ管理運営委員長、佐久間同好会サブリーダーより賞品の協賛

を頂いたことをご報告すると共に御礼申し上げます。 

今年度のゴルフ同好会行事はこれで終了させていただきますが、次年度は神崎リーダー、

佐久間サブリーダーが運営いたしますので、よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

・優勝  

石川憲弘幹事 

・準優勝 

  山田英雄元会員 

・３位  

  神﨑 誠会員 
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・米山記念奨学会     日暮 俊久 リーダー 

寄付者 平山 秀樹 会員 

米山記念奨学への寄付は、今年度総額１４０万円でした。 

ご協力ありがとうございました。 

 

◇ 幹事報告   石川 憲弘 幹事 

１．クールビズ５月１７日(金)～１０月１８日(金) 

ワイシャツ時は徽章なし、上着着用時は例外。 

２．５月２４日（金）大相撲５月場所観戦 

３．５月３１日（金）通常例会 卓話 成田国際空港 夏目 誠社長 

４．ロータリー手帳が来ております。 

 

◇ 卓話 

 

『テラ・ルネッサンスの活動について』 
        鬼丸 昌也 様（ＮＰＯ法人 テラ・ルネッサンス）  

皆様、こんにちは。ＮＰＯ法人 テラ・ルネッサンスで理事長をしております鬼丸と申し

ます。今日はパワーポイントを使って説明していきますので、見えにくい方は見えやすい

ところへ移動していただければと思います。改めて自己紹介をさせて頂きます。九州の福

岡出身で、大学は京都の立命館大学に進学し大学４年生（２１歳）の時に一人でこのテラ・

スネッサンスという団体を作り、今年で１３年目になります。１０年経ったら理事長を辞

めるつもりでテラ・ルネッサンスを作りましたので、京都に事務所がありますが、一昨年、

理事長を交代し私だけ東京に移り、講演や、資金調達（寄付、会費）を行なっております。

毎月岩手県に行き震災者支援の活動もしております。 

 

 テラ・ルネッサンスの活動を紹介致します。大きく分けると５つの仕事をしています。 

一つ目はカンボジアとラオスでの地雷や不発弾を処理するために日本でお金を集めてい

ます。 

二つ目が、武器の問題。小さくて軽くて誰でも扱えるような武器のことを小型武器と言

います。こういう小型武器によって年間５０万人の方が亡くなっています。わかりやすく

申し上げると１分間に一人です。私の卓話が３０分だとすると、卓話が終わった時点で３

０人の方が亡くなっています、７割が女性と子供です。そういう武器を売ったり買ったり

する規制をする国際条約はありませんでした。正直、武器の取り引きは儲かります。条約

が無いならどうするか？作らなければいけません。ということで、自民党から共産党まで

政治家の方に働きかけをしたり、国連会議に出席をしながら、お陰様で先々月、国連総会

で武器貿易条約（武器の取引を世界で初めて規制する条約）を作ることが出来ました。 

三つ目が今日一番お話をさせていただく、そういう小さくて軽くて誰でも扱えるような

武器を取り戦える１８歳未満の子供達は世界中に２５万人います。これを子ども兵とか、

少年兵という名前でみなさんお聞き及びだと思います。アフリカの二つの国で子ども時代

に兵士だった人達の職業訓練、識字教育等、社会に戻すお手伝いをさせていただいていま
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す。 

四つ目が被災地支援。 

最後が、大変有り難い機会を頂いたのですが、自分達がやってきていること、私たちの

取り組んでいる課題についてお話しする講演を年間１２０回ぐらいやっております。３日

に１回はお話をさせて頂いております。３分の１が小学校から大学まで。３分の１がロー

タリークラブさんやモラロジー、倫理法人会さんなどの団体。３分の１が企業や自治体、

研修でお話をさせていただいております。 

 

 今日は、特に子ども兵について皆さんにご理解していただきたいと思いお話しさせてい

ただきます。私達が活動している国の一つがアフリカのウガンダです。飛行機で片道１８

時間掛かります。安いチケットだと往復１９万。以前より数段行きやすくなりました。成

田空港からエミレーツ航空が出ています。あとはカタール航空（カタールのドーハ経由）

ですと１回の乗り継ぎでアフリカに行けるようになりました。ウガンダはケニアの隣にあ

ります。海の無い国です。日本の本州より少し大きな国で、赤道の真下にあります。一年

間の平均気温は２２度で、沖縄の平均気温よりも低いのです。なぜかというと、ウガンダ

の南側は海からの高さが１，２００メートルぐらいあります。高地なのです。もう一つ、

ウガンダの南側にヴィクトリア湖（アフリカ最大の湖でナイル川の源流です）。この水が

９０日かけてエジプトのカイロまで行きます。ここは涼しい風が吹いてきたりするのです

が、この湖は私達の生活にも関係が有ります。お弁当のおかずとして使われる冷凍食品の

白身魚のフライ。あれはここで捕れるナイルパーチという大きな魚が材料です。日本の花

屋さんへバラを買いに行くと、今、バラの輸入量はアフリカのケニアからのものが増えて

います。つまり何を申し上げたいかと言うと、実は知らないところで、アフリカで作られ

たもの、捕れたものを、私達日本人は食べたり、使ったりしているのです。欧米の人達に

言わせると、アフリカ大陸のことをラストフロンティアと呼びます。最後の市場。つまり

貧しい支援をする対象ではなくマーケットとして見ているのです。欧米よりもアフリカの

ことをマーケットとして見ている国があります。それは中国、韓国です。コンゴの山奥に

行った時、韓国人の商社マンがいました。何をしているのか聞いてみると、誰も売りに来

ないから売りに来たという返事でした。でもそれはある意味真実なのかもしれません。そ

ういうアグレッシブルさがもう少し日本人にも必要なのかなと思ったりもします。 

ウガンダは緑も豊かで都市の発展も著しいです。しかし、それはすべて南側の話です。

２００４年にわたしたちはウガンダを目指しました。そこ

で僕らが目的地としたのはウガンダの北側です。ウガンダ

の北側は、２００６年まで日本政府から退避勧告が出てい

ました。一番大変だったのは海外旅行傷害保険でした。普

通の保険ではなく戦争特約というのを付けなければいけ

ません。当時、東京海上とＡＩＵだけが受けてくれました。

１０日間、２００４年、ウガンダ北部へ行き掛け捨てで一

人当たり１６万円。僕らよりも以前にウガンダ北部へ行っ

たのは戦場ジャーナリストと呼ばれる人たちでした。何し

に行ったのか・・・子ども兵の調査のためです。 

ウガンダの北側で戦争している政府軍と神の抵抗軍。この神の抵抗軍という反政府ゲリ

-4- 

- 
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ラが子ども達を誘拐して兵士にしていました。２３年間の紛争で、累計で誘拐した子ども

の数は６万６千人です。 

子ども兵の問題に関わりたいということで、８人の元子ども兵士に会いました。時間が

ないので一人だけご紹介します。その子は、１２歳の時に神の抵抗軍に誘拐されます。誘

拐されると訓練を受けます。訓練を受けた後に、この子だけではありません、他の国の子

ども兵もそうですが、自分の生まれ育った村を襲いに行かされます。何故そうさせるか？

理由は簡単です。脱走を防ぐためです。その子が、自分の生まれ育った村で残虐な行為を

させられたら、その子はこう思います。「もう、僕はここには帰れない。お父さんも、お

母さんも、親戚の人も僕がやったことは分かっている。だからもうここへは帰れない。」

子どもは、親に認めてほしいです。社員は上司に、どんなに年をとっても、誰かに受け入

れて欲しいと思っています。承認欲求は人間の本能です。子ども兵もそうです。でも、た

った一つだけ、僕達と子ども兵の違いがあります。その子たちの周りにいるのが、神の抵

抗軍の大人の兵士達です。大人の兵士達が子ども兵を認めるのは、二つの基準しかありま

す。一つは、他の子供よりも多く物を盗んでくるか、他の子どもより多く人を傷付けるか

です。だから、子ども兵は大人よりも優秀な殺人マシーンになりやすい。だから未だに世

界中で２５万人もの子ども兵が使われています。 

 その子も自分の生まれ育った村を襲いに行かされます。家にはお母さんがいました。大

人の兵士は、その時１２歳だった彼に命令します。「その女を殺せ。」、勿論「嫌だ。」

と言います。銃の反対側でボコボコに殴られ、今度はこう言われます。「お前がその女を

どんなに大切にしているかよく分かった。じゃあ、その女の腕を切れ。そうしなければ、

お前もその女も殺す。」仕方ありません。多分皆さんもそうすると思います。自分の命と、

自分の大好きな母親の命は守らなければいけません。彼は、母親の右手首を押さえて、渡

された鉈を持って、何度も何度も傷つけました。僕らが出会った２週間前に彼は母親と再

会することが出来たそうです。その時のことをこう言ってくれました。「僕はお母さんが

僕のことをどう思っているのか凄く心配でした。」お母さんは、「大変だったね。苦しか

ったね。辛かったね。」自分のやってきたこと、させられてきたことを全部聞いてくれま

した。すごく嬉しかったと。でも彼は最後に「でも、お母さんは昔と同じように愛してく

れることはない。受け入れてくれることはない。僕には良く分かることだ。」その時１６

歳だった彼は僕らにそう話してくれました。何故こういう子供達が増えるのか？色々な理

由がありますが、３つに纏めることが出来ます。一つは素直だから。洗脳した通りに動く

し、武器が小さく軽くなりました。しかし一番大きな原因は僕らの生活と子ども兵が増え

ることに関係があります。 

今お話ししたのは、アフリカのど真ん中にあるコンゴ民主共和国（昔のザイール）とい

う国ですが、世界で１１番目に大きな国です。ここでは２０年間戦闘が続いています。５

４０万人が亡くなりました。第２次世界大戦以降最大の戦死者数です。一番激しいときに

は周りの１９の国が軍隊を派遣し、その周りには先進国や中国がお金や武器を供与し続け

ました。では、なぜそのような戦闘がずっと続いたか、原因の一つはここにあります。 

例えばプロジェクター、パソコン、携帯電話。いわゆる電子製品に含まれるレアメタル。

レアアース。銅といったベースメタルや金やプラチナといった貴金属を廻ってずっと戦闘

が続いていました。今も１万人の子供達がコンゴの東部で戦っています。私たちは皆様の

おかげで日本のＮＰＯで唯一、コンゴ東側で事務所を開設し２，０００人の元こども兵の

-5- 



 7 

支援をしています。毎年コンゴに行っているのですが、２００７年に行った時に少し僕は

考えてしましました。今でも１万人の子供達がジャングルの中で戦っています。あの子た

ちが、この国でとれた資源を使って作られる携帯電話を使って友達や恋人と通話を楽しん

でいるわけではありませんし、パソコンを使ってビジネスを楽にしているわけでもありま

せん。ちょっと考えすぎてしまったのかもしれませんが、一体この資源は誰が使っている

のか、、僕たちだ。僕が一番ショックでした。簡単に申し上げれば、支援している元子ど

も兵や、支援している子供たちの足を踏みつけながら支援しているようなものだからです。

自分の生活の中に子ども兵を生み出すような原因があるかもしれない。自分の心の中に人

を差別したり、見下したりするような心があるかもしれない。そんな自分が支援している

なんて偽善ではないかと。しかしそのおかげで考える機会を頂きました。何のためにこの

事業はあるのか、誰の為にこの事業はあるのか。考え続けているうちに、とても青臭いの

ですが、「僕の生活の中に、子ども兵を生み出す原因が少し含まれているとするならば、

何を使っているかわからないような製品、どこに投資しているかわからないような企業を

使わないようにする。そのように僕らが変わればいい。僕がかわればいい。」と。 

世界の問題の様々な原因が私たちの中に少しずつ含まれるならば、私たちの変化は、必

ず世界の変化につながるはずです。原因を変えれば必ず結果は変わるはずだからです。だ

から私たちはいつも申し上げます。「我々は微力ではありますが、決して無力ではありま

せん」微力と無力はまるで違います。たくさんの先輩方に教えていただきました。人は生

きている限り誰かに尽くすことが出来るはずです。大切な人を支えることが出来るはずで

す。 

そんな視点で世界を見ますと面白い事が有りました。例えば、イギリスです。若者たち

が新聞広告をＮＧＯと一緒に買い占めていくのです。新聞広告にはこういう写真が載って

いました。ダイヤの下から血が滴る写真です。そしてこう訴えるのです。「あなたは心か

ら愛する人に血塗られた紛争の原因になっているダイヤモンドを贈りたいと思います

か？」そういう広告を与えられると若者たちは考えるのです。そして宝石商に行って聞く

のです。「このダイヤどこで採れたの？どこで加工されたの？」それが証明されないと俺

たち買わないよと。不完全ですが、５３の国が参加してダイヤの取引を透明化する≪キン

バリーシステム≫というのが出来上がりました。日本でも私の講演を６年前に聞いて下さ

った主婦の方が、携帯電話の中に含まれる紛争に関係した資源が自分の携帯に使われてい

るかどうか考えて、日本の携帯電話のメーカーに葉書を書き始めました。こんな葉書でし

た。「私は、福島に住む主婦です。二人子供がいます。先日、コンゴの子供ども兵の話を

聞いてとてもショックを覚えました。その戦争の原因に、携帯電話に使われるタンタルと

いう鉱石がなっているそうです。自分の携帯電話がどうか私にはわかりません。携帯電話

を友達や子供との連絡用に手放すことも難しい。だから考えました。お願いがあります。

あなたの会社で作っている携帯電話に紛争の原因になっているタンタルという鉱石を使わ

ないでください。」結果だけ申し上げると、９９％の会社から返事が来ました。一番素晴

らしかったのはパナソニックとシャープです。会社をあげて調べて下さいました。そのお

かげで皆様のお手もちの日本の携帯電話にはコンゴで採れる紛争に関係した鉱物は一切使

われていません。それはメーカー自身がそれを問題だと認識したからです。それを使うこ

とによってブランドイメージが壊れることが怖かったからです。そういうことを私たちは

目の当たりにします。だから二つのことをやろうと思いました。一つはウガンダ・コンゴ



 8 

でちゃんと子ども兵の支援をさせていただこう。そして、その実績を使って今日みたいに

子ども兵のことやそれがなぜ起きるかについて皆さんにお伝えさせていただこう。だから

まず支援をしっかりやろうと思って、この６年間ウガンダで１４９名の元子ども兵の人達

を社会に戻すお手伝いをしてきました。時間があったら詳しくお話をさせていただきたい

のですが、一人当たり３年間かけて職業訓練、識字教育、ビジネスのやり方を教えて、最

終的にはお金を貸し付けて商売をしてもらいます。 

お陰様で結果だけ申し上げると、１４９名、最初支援した時は、月２００円だった収入

が、今現時点で卒業した以降も月７千円です。ウガンダで月７千円は、国家公務員と同じ

給料です。一番少なくても５千円稼いでいます。私達はとっても汚い表現で申し訳ないの

ですが、お金を稼ぐことに執着をします。私達が支援しているのは元少女兵が多かったで

す。子ども産んで妊娠して帰ってくる。差別や偏見の対象になります。だって村の人にと

ってみれば、加害者の子を産んで帰ってくるからです。彼女たちは心に傷がありカウンセ

リングを受けて心が軽くなり、家に帰ります。でも愛する子ども達がひもじがって泣いて

います。自分がその子たちに対して何も出来ないとするならば、その元少女兵は、無力感

を感じるだけなのです。絶望を感じるだけなのです。でも自分でビジネスを始めてお客様

に信頼されないと、モノやサービスって受け取っては頂けないですよね。それで対価を得

ることは出来ないですよね。この子たちもそうなのです。自分の能力を使い、自分の力で

稼ぐ。それは誰かに信頼されている証なのです。しかも失礼な言い方ですが、お金は数え

ることが出来ます。売り上げは数えることが出来ます。そのお札１枚１枚が彼らや彼女た

ちにとってみれば信頼の証なのです。つまりビジネスは人間の尊厳を回復する最良の手段

なのです。商売は人間性を回復するもっとも尊い行為だったのです。だから私たちはこの

元子ども兵士たちに、商売に力を入れてもらうことをずっとやってきました。 

 

何故ここまでこの件に関してお話をさせていただくかと言いますと、それが今日最後に

お話しさせていただく岩手県のプロジェクトに繋がっています。ウガンダでやってきた経

験が、岩手県での事業を継続する支えになったのです。 

僕らは岩手県の大槌町で「大槻復興刺し子プロジェクト」をやっています。大槌町って

みなさん、ご存じだと思います。人口１万５千人のうち千五百人が津波で亡くなり、千五

百人が町の外に流出したままで、町長さんも津波で亡くなられた街です。だから８月まで

リーダーが決まりませんでした。この町に僕らが入り避難所で気づいた事が有りました。

男性はがれきの撤去などいくつかやる事が有ったのですが、女性のやることが無かったの

です。何もやることが無いと皆さん言ってました。あの日のことを思い出すって。だから、

裁縫や洋裁の上手な方が沢山いらっしゃったので、その方に針と布と糸さえあれば誰でも

仕事ができるような、裁縫の手仕事を提供することにしました。 

ＡＫＢ４８のロゴマークをデザインしたプロのデザイナーの方に、無償でデザインを提

供してもらい、布巾、コースター、Ｔシャツ、今はランチョンマットもはじめて、今お陰

様で１２０名のおばあちゃんたちにトータルで１千万円近い賃金をお支払いすることが出

来ました。あるお婆ちゃんが言いました。「何にもすることがないと、あの日のことを思

い出すんだ。でも今はあんたたちや、これを買ってくれる人のおかげで縫うことが出来る。

縫うと考えなくていいんだ。この稼いだお金で孫にお小遣いを渡すことが出来る。それが、

どんなに有り難いことか。」 
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もう一人、小川さんというおばあさんがいました。この方はたった一人の肉親だった妹

さんを津波で亡くしました。妹さんの遺品を探しに行ったら、妹さんのやっていた焼き鳥

屋の網を掃除する道具だけが見つかりました。それを拾い上げた時に、彼女は決心するの

です。焼き鳥屋を再建する！って。それから我々のプロジェクトに出会って最高で月９万

円まで稼いでいました。トータルで５０万円。その商品を買って下さった方々が、今度は

食器を支援して下さったりする中で、一昨年の１２月１７日、妹さんのやっていた焼き鳥

屋さんを再建することが出来ました。去年の末、久しぶりに訪れた時にびっくりしたこと

があります。このおばあちゃん７１歳ですが、被災した女性を新しく社員として雇用して

いました。被災地で雇用が増えているのです。僕らは彼女たちに教わります。何かを始め

るのに年齢は関係ありません。何かを始めるのに自分の持っている条件を言い訳に使うこ

とがないのだなぁって。 

 

テラ・ルネッサンスは、２０１１年の３月１１日の夜、ぼくを含めて職員全員で悩んで

いました。震災支援をするかどうかです。その当時収入は８千万円しかありませんでした。

職員には給料を払わなければいけません。海外の支援も止めるわけにはいかない。そんな

中で被災地支援をして僕らの体力はもつかどうか、正直に申し上げます。本当に真剣に悩

みました。僕らの団体が潰れたらカンボジア、ウガンダで困る人が沢山いるからです。そ

んな時に、ウガンダの事務所の女性職員から電話が掛かって来ました。 

「ウガンダでも津波の映像をみることができた。たくさんの人が流されている。私たち

を支えてくれた日本の人達が、あんなに優しい人達が、あんな辛い目に遭っているなんて

私には信じることが出来ない。だからウガンダ人の職員と、プログラムを卒業した元子ど

も兵達で話し合いました。日本の人達に何かできないか。」そして、募金をしようと言う

ことになり、呼びかけて半日で約５万円が集まりました。国家公務員の平均月収が７千円

の国の５万円です。余談ですが、ぼくの友達がモンゴルの孤児院を支援するＮＧＯをやっ

ています。その孤児院の子どもたちは日本に何回も来ています。震災にあった後、１カ月

間募金活動をしました。皆さんニュースでご存知かと思いますが６００万円集まりました。

５万円もそうです。６００万円もそうです。これは阪神大震災の時もそうでした。世界中

の貧しい国の人達が私たちのことを支えてくれました。２０１１年、日本はアフガニスタ

ンに次いで世界で二番目に世界中から支援を受ける国になりました。 

 

彼女が言うのです、「その５万円で毛布を買ってあげて。寒いでしょう、辛いでしょう、

そして、最後にあなた達は何をするの？」と。日本に住んでいる僕たちは何をするか。そ

の時にやるかやらないかという選択肢は無くなりました。どのようにやるかという選択肢

しかありませんでした。だから岩手に行こう、被災地に行こうと思えるようになり、この

２年間活動を続けることができました。 

 

力のある人や権力のある人が貧しい人に施すことだけが支援ではなく、支援をする人も、

支援を受ける人も、その問題について共に学び、自分自身を変えていく、そして社会をよ

りよくしていく。それが本当の支援ではないかなと、改めて僕自身がこの東日本大震災や

１３年間の活動について学ばせて頂いたような気がしています。 
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今回、テラ・ルネッサンスは千葉にもそういう支援を

するグループを作ろうということで、今、少しずつ呼び

かけをさせて頂いております。お手元に資料があります

のでご覧になっていただければと思います。 

最後までお話をお聞きいただき、有難うございました。 

 

 

 

◇ 点  鐘       小宮山 四郎 会長 

 

※平山金吾会員よりニューモラルＮＯ．５２３「聴く」は思いやりの始まり、 

ＮＯ．５２４いつでも花は開く、ＮＯ．５２５「まさか」を受けとめる をいただきまし

た。 

 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

石橋 菊太郎 会員 5月 9日 ＲＬＩ千葉ポートクラブ 

平野 省二、遠藤 英一、成田 温、豊田 磐、

設楽 正行 各会員 
5月 16日 長期計画委員会 

小宮山 四郎、石川 憲弘、成田 温、神﨑 誠、

佐久間 高直 

小泉 英夫、近藤 博貴、吉田 稔、長原 正夫、

小寺 真澄 各会員 

5月 16日 ゴルフ同好会 

平山 金吾 会員 5月 16日 佐原ロータリークラブ 

山田 真幸、橘 昌孝、佐藤 英雄、小澤 美良 

小井戸 国雄 各会員 
5月 20日 S.A.A.ミーティング 

松田 泰長 会員 5月 21日 千葉西ロータリークラブ 

 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６３ ６１ ４８ １３ ７８．６９％ １００％ 

事務局 〒286-0127 成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 


