
- 1 -

★事務所：神奈川県平塚市豊原町22-13 TEL/FAX：0463-36-2255

★例 会：第1・第3木曜日 12:30～13:30 大磯プリンスホテル TEL：0463-61-1111 FAX：0463-61-6281

会 長 新宅 文雄 会長エレクト 守屋 紀忠 幹 事 田中 敏治

№１７第２４２９回 例会 平成３０年２月１日

■司会:大藤 勉 ■点鐘：新宅 文雄 ■合唱：君が代・我等の生業

・2月8日：休会 ・2月10日：第8ＧＩＭ（平塚プレジール）◇プログラム

原、太田、田中、野田◇出席報告 例 会 会員数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 ◇欠席者(5名)

２４２９回 14(12) ７ 53.33％ － － 石山さん

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名）２４２７回 14(12) 8 66.67％ － －

原貫太君（NPO Confront World代表)◇ゲスト

イスラーム･ アシュラフ君 (米山奨学生）

奨学金有

り難うござ

いました。

僕 は 今 月 4

日に一度エ

ジプトに帰

ってきます。

先週新しい

エジプト大

使が決まり,私が関東地方留学生の代表に選ばれて

大使館に行ってきました。そこで自分がロータリー

から奨学金を貰っていることを報告しました。大使

からは皆さんに是非よろしく伝えるよう言われまし

た。これからも頑張りますので、よろしくお願いし

ます。

お手許のお菓子は百瀬さんか◇大藤勉ＳＡＡ：

らの節分の豆です。いつも有り難うございます。

◇おめでとうございます

誕生日祝(1／29)及びポールハリスフェロー第4回=

サファイア4個メダル＋証書：新宅文雄さん

81歳になりました。

フェイスブックでも多

くのメッセージを貰い、

「中高年老いやすく、

学なり難し」と書いて

返しました。自分の思

いは80歳になったら物

見遊山にいって、温泉

につかって･･･、そう

いう人生が良いなと

思っていたけど、今

のところ全くその気

配無し！

財団は暫く寄付をサ

ボっていましたので、

今回出来るだけの事

をしたいなと寄付しました。心の中では1万ドル寄付

のメジャードナーに挑戦したいなと思っています。
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◇会長報告 新宅文雄会長

今日は原貫太君が卓話をし

てくれます。今早稲田大学

の何年生ですか？

：今5年目です。1年休原君

学していましたので,今4年

生です。卒業は来月です。

：貴方は在学中に新宅会長

随分色々なことをやりまし

たね!

：今日はその報告です。原君

：よく頑張って貫き通しますね!会場

二宮ＲＣと合同例1．前回は何年ぶりでしょうか、

を行いました。相互理解と親睦が図られ友情が深会

まった様に思います。皆様は如何お感じでしょう

か？ 来年は大磯ＲＣの主催事業になります。よろ

しくお願い致します。

2、2月10日（土） が挙行されます。第8グループのＩＭ

常盤ガバナー補佐、清水・柳川・秋山Ｇ補佐幹事、

現会長幹事と次年度の百瀬ガバナー補佐、河本Ｇ補

佐幹事、会長幹事との引継ぎのための初顔合わせを

昼食を摂りながら行う為１2時に集合して下さいと

の事です。皆様は13；30登録 14； 合同例会点00
鐘です。よろしく願い致します。

大磯ＲＣからは当然、次年度ガバナー補佐として百

瀬さんが紹介され、河本さんは懇親会で乾杯の音頭

懇親会で百瀬さん＝ティートス君を紹介し、ティ

ートス君は自分の名前、国籍、通学校名、楽しかっ

た事、驚いた事、困った事があれば日本語で語る。

アトラクションで守屋さんが「まつり」を歌う事に

なっております。より多くの大磯クラブ会員の出席

をお願い致します。

3、 について3.11 チャリティーコンサート

主催 大磯ロータリークラブ

後援 大磯町

「おおいそ広報」３月号の１２ページにチャリティ

ーコンサートが掲載されます。

目的 いわき鹿島RCの会員曽根泉美さんが東日本大

震災で両親、片親を無くした孤児、遺児を面倒をみ

ております。経済的にもかなり厳しい状況にあり、

少しでもお役にたてればとの思いで実行します。

3月11日（日）13：30開場 14： 開演 会場＝海00
の見えるホール東日本大震災孤児・遺児支援 チャ

リティーコンサート

収益は「ふくしま震災孤児・遺児をみまもる会」に

寄贈されます。

チケット販売予定数 第8グループ全クラブのご協

力戴きました。２月15日現金引換50枚。詳細は平塚

ＲＣ15、平塚北ＲＣ10、二宮ＲＣ3、平塚西ＲＣ7、

平塚南ＲＣ5、平塚湘南ＲＣ10、大磯ＲＣ150、合計

200. 皆様のご理解とご協力をお願いし、心良く了

解を戴きました。

大磯ＲＣ分150枚の内、有難いことに、50枚は河

本さんのお嬢さん他出演たちが協力して下さいます。

クラブメンバー1人７～８枚お願いします。詳細は

理事会で決めて戴きます。

4、本日の卓話は原貫太君です。よろしくお願い致

します。

5、ローカルニュース

＃、2月16日（金）10時～11時30分 西小磯東老人

憩の家 「声楽家と一緒に歌いましょう」大磯町ス

ポーツ健康課主催事業で田中詩乃さんが講師を務め

られます。今度のチャリティーコンサートのソプラ

ノ歌手です。

＃、3月21日（水）（祝）13時開場 13時30分～15

時 大磯プリンスホテル国際会議場でノーベル賞を

受賞され 大磯町名誉町民の大隅良典先生の講演会

が開催されます。事前に参加申込みが必要です。

＃、 、本日告別式が石山会員のご子息が亡くなられ

行われます。

6、本日は理事会があります。理事の方は出席願います。

◇幹事報告 井上浩吉直前幹事

1．例会変更：平塚西RC、

平塚RC

2．2月10日第8グループIM

出席依頼

3．地区研修協議会のお知

らせ：

場所：県立健康福祉

大学にて開催

日時：4月8日、12時30分点鐘、

4．財団学友による出前卓話案内

◇委員会報告：

☆スマイルボックス 守屋紀忠さん

誕生日祝ありがというございま・新宅文雄さん：

す。満８１歳になりました。中高年老い難く、楽な

り難し！

原貫太さん卓話よろしくお願い・新宅文雄さん：

します。２月１０日(土)13：30～平塚プレジール皆

様ＩＭに出席して下さい。出席者少なし困っていま

す。

原貫太さん ようこそ、卓話楽し・河本親秀さん：
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みにしています。イスラーム君 ようこそ

新宅会長お誕生おめでとうご・百瀬恵美子さん：

ざいます。原さんようこそ、宜しくお願いします。

新宅会長お誕生おめでとうござい・桜川誠さん：

ます。原貫太様卓話よろしくお願いします。

◇卓話：「不条理のない世界」への挑戦

コンフロントワールド代表 原貫太さん

本日はお招き頂き有り難うございます。大磯RCでお

話しさせて頂くのは6回目か7回目になります。初めて

お伺いした時は大学2年生の5月、あれから3年半。色

んな記憶が蘇ってきました。

在学中色んな活動をしてきました。その上で昨年5

月に起業することを決めて、丁度今,後ほど紹介する

「コンフロント・ワールド」をNGO=政府協力法人の資

格を得る為NPO法人化の手続きを進めています。

今日は昨年夏にアフリカ･ウガンダに足を運んで2ヶ

月間現地に滞在し,南スーダンの難民を支援しました

ので、その報告と「コンフロント・ワールド」の紹介

をしたいと思いますので、よろしくお願い致します。

「Confront World=コンフロントワールド」の原点1．

：私が大学1年の時にフィリピンに足を運んだことが

切っ掛けです。日本の法人が企画したスタディツアー

に参加した理由は,海外に行ってみたいとか、英語を

使いたいとか、就職活動の時につかえるネタが欲しい。

そう言った動機で参加したのがこのスタディツアーで

す。このツアーに参加したこと自体には大きな意味は

ありませんでした。マニラ滞在中はマニラの貧困地区

に滞在し、ストリートチルドレン達に炊き出しをした

り、スラム街に足を運んで子供達と交流したり、孤児

院に足を運んで子供達に勉強を教えたりと言ったボラ

ンタリー活動、支援活動をしていました。正直この写

真が証明しているように、私はその活動を楽しんでい

ました。彼らの笑顔の裏に隠された途上国や世界が抱

える問題に全く目を向けようとはしていませんでした。

その6日間の活動が終わって、やりきったなと言うあ

る種の達成感･疲労感を抱えながら他の参加者と車で

帰国のためにマニラ空港に向かっていた時に、ふと窓

を見たらボロボロのワンピースを着た7才くらいの女

の子が裸の赤ちゃんを抱えながら、3車線でバンバン

車の通る道を歩きながら、車の窓ガラスを叩いてお金

を下さいと物乞いをしていました。その様子を見てい

た私は二つのことを考えていました。一つは後悔＝自

分が6日間やって来た活動＝支援やボランティアや国

際協力とかは一体何だったんだろう、もっともっと他

に目を向ける問題、もっともっとやるべき問題があっ

たんではないか･･･。後悔を感じました。そして、も

う一つが「なんてこの世界は不条理なんだ、例えば私

のような大学の授業が終わって、コンビニに入って10

0円のパンとかお菓子とか買って食べられるような日

本に僕がいる様な中で、敢えて命に関わるような危険

を冒しながら、その日を生きるために物乞いをしなけ

ればならない子供達がいるのかな。何で世界はアンバ

ランスなんだ!不条理なんだ!」と言ったある種の怒り

というかそう言った気持ちが私の中に生まれました。

2．大学2年生の5月にはバングラデシュ国際協力隊と

いう学生団体を立ち上げ、バングラデシュの首都ダッ

カのストリートチルドレンの問題に取り組んでみたり、

大学4年生にはテラ･ルネサンスという京都に本部を置

く認定NPOのインターン生として北ウガンダの元子供

兵士の社会復帰の支援をやってきました。更には紛争

が続く南スーダンから逃れてきた難民達が暮らしてい

る難民居住区で調査活動のようなことも行ってきまし

た。

3．これまで大磯RCで5回、6回色んな話しをさせて頂

いてきました。去年の2月頃ウガンダの北の方で南ス

ーダン難民の調査に携わって来た時に写真の男の子と

出会いました。この写真は少し切り取ってありますが、

彼は14歳ですが病気で身体の成長が止まっている。精

神障害もある。彼の足下には汚物が溜まっていて、そ

こからハエが湧いてきて全身にハエが止まっている。

彼以外にも両親が殺害されて子供達だけでウガンダに

逃れてきた難民の家族だとか、夫を政府軍に誘拐され

てそれ以来1人で生きているシングルマザー等と去年2

月頃出会いました。3月に帰国して早稲田大学に復学

する前、普通なら就職活動する時期にさしかかって、

私は二つのことを考えました。今までの経験を踏まえ

て世界の不条理に向かい続けて来たからこそ、自分の

考える理想の世界･社会とは何なんだろう？世界の負

の側面、悪い側面とずっと向き合ってきたからこそ自

分の考える理想のビジョンとは何だろうと考えました。

もう一つは今世界で起こっている紛争、貧困、不条理

を無視してしまって良いのだろうか?例えば先ずは一

般企業に就職して3年間は社会人経験を積もう、経理
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のスキルを身につけよう、営業のスキルを身につけよ

う、若しくは大学院に進学して専門性を身につけよう

修士号を取ろう等と思う。が、その間にもこの写真に

写っているこの子供のような弱い人々が不条理に苦し

められている。その事を知っているにも拘わらず、準

備期間を作ってしまって良いのか?大きな葛藤が自分

の中に芽生えました。そして1ヶ月間考えに考えて色

んな人と話したり、自分でも考えたり、本当に悩んで、

考えに考えて、自分の作りたい理想の世界･社会は不

条理のない社会、フィリピンで物乞いする女の子と出

会って以来ずっと不条理のない世界に立ち向かいたい

と考えて来ました。そしてもう一つはどんな小さな一

歩であっても行動を続けられる自分になろうと言うこ

とでした。国際協力のレジェンド的存在である山本敏

晴さんというもと国境なき医師団の日本の代表理事を

務めた方の言葉で「本当に意味ある国際協力とは自分

のやりたいことをやって自己満足に浸るのでなく、自

分に専門性のあることをやるのでもなく、それが必要

であればそれがいくら自分がやりたくないことでも実

行し、専門性が必要であればそれを身につけて行く姿

勢を言うのである。」と言う言葉を思い出し、どんな

小さな一歩であっても今行動を起こそうという強い思

いが去年3月頃芽生えました。そして周りの仲間に声

を掛けたりする中で不条理のない世界、生活と権利を

保障され、誰もが自分で未来を決められる社会、とい

うビジョンを持った“コンフロント・ワールド”を去

年5月設立しました。そしてこの活動で飯を食って行

く事を決めました。

Confrontの意味は何かに向かって立ち上がる、何かに

立ち向かうという意味が籠められています。Worldは

今の不条理な世界の現状を意味していて、これに向か

って立ち向かう、まさに自分が大学1年生の頃にフィ

リピンで感じた思い、それが団体の名称になっていま

す。

があります。一つは現場で起きてい二つのミッション

る不条理を無くす。もう一つは不条理を生み出す社会

構造を正す。残念ながら特にアフリカで起きている紛

争では先進国の経済的、政治的利害と大きく絡んでい

るのが現実です。南スーダンでは石油が紛争の原因に

なっています。その石油を輸入しているのが中国であ

り日本も2000年代輸入していました。コンゴという国

ではレアメタルが紛争の原因になって子供兵士が生ま

れたり、女性が性暴力を受けたりする紛争が拡大して

いるという一面があります。今アフリカで起きている

紛争の原因はアフリカの中だけでなく、世界の構造か

ら生まれているのが現実です。だから我々がいくら現

場で支援しようとしても、自分たちの足で彼らを踏み

つけている限りは何時まで経っても彼らを引っ張り上

げることは出来ない。

現場の不条理を無くすためには現在やっている行動を

続け、世界･社会の不条理を無くすためには啓発活動

を行います。

パワーポイント映像に基づき活動の説明：

・南スーダン紛争で逃げてきた難民は100万人を超え

ており、その難民居住区(2.5～3万人）のあるパギリ

ニヤで調査を行いました。住民の6割は18才以下概ね1

万8千人が子供で、その半数が紛争で両親を失ってい

ます。数が多くて人的にも金銭的にも支援が追いつか

ない。この現状から昨年5月立ち上げたコンフロント

・ワールドでは32名の方から23万円を超える寄付を頂

き、61世帯410人の南スーダン難民に対してオーダー

メイド型の緊急支援物資の配布を行いました。

・各家族のニーヅに合わせた支援：単純に人数で物資

を配給するのでなく家族構成や健康状況など、家族毎

に話し合って必要物資を購入支援している。

・19才の学生が自分のアルバイトで貯めた15万円を使

って同行して共に活動してくれた。

・今日は詳しくはお話しできないが、南スーダン難民

のサッカーチームを作る支援をしています。南スーダ

ン人のアイデンティティを回復して貰うため、またウ

ガンダ人との交流を図るため。昨年夏に実施していま

す。

・世界屈指のNGOワールドビジョンによる食料の配給

がされているが画一的方法（単純に家族数)で行って

いる。家族によっては食料の一部を売って必要物に換

えたりしている。

・ ：色々活動してきましたが、自分の中で一番最後に

変わらない思いというのは世界の不条理に立ち向かい

たいという思いです。一緒に活動してきた仲間達は卒

業し就職して行きました。私の名前の原貫太の「貫

太」は父の原千明が何事も貫いて行く者になれという

思いで授けてくれました。私はフィリピンでの少女と

の出会いから抱き続けてきた世界の不条理に立ち向か

う思いを貫いています。これからもこの思いで国際協
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力を続けて行きた

いと思っています。

是非3年後、5年後、

10年後、20年後の

コンフロント･ワー

ルドを楽しみに思

って頂ければ幸い

です。

有り難うございま

した。

以上

原君はこの５月にNPO法人を立ち上河本親秀さん：

げる準備をされています。まだ学生で若いのに世界

の不条理に立ち向かうと言う事を思いだけでではな

く行動に移されるという･･･、私などにはとても。

今後とも支援したいと思います。国際NPO／NGOは別

に有力な収益源を持っていてそれを原資に国際協力

活動をされています。コンフロント・ワールド（C

W)にはまだそれが確立されていません。原君は触れ

ませんでしたが、CWではマンスリー･パートナー(毎

月の寄付1千円、2千円、3千円、5千円、1万円の協

力者)を募集しています。支援はお金に限りません

ので、クラブとしてもできるだけCWを支援して上げ

て欲しいと思いますので、よろしくお願いします。

今までの中で一番感動しまし新宅会長お礼の言葉：

た。これからも頑張って下さい。

理事会報告 2018年2.月1日（木）

1．事務局ノートパソコンの件

過日事務局員がノートパソコンを使用中、突然火

花が散る事故がありました。このパソコンに詳しい

方は、マシーンとしては寿命だそうです。修理は効

かない。そこで新しいパソコンを買い換えなければ

ならないので認めて戴きたい。理事会で了解を戴き

ましたので手配します。

2、チャリティーコンサートの件

3月11日（日）会場13：30 開演 14： 海の00
見えるホール

主催：大磯ロータリークラブ

後援：大磯町

目的：東日本大震災孤児・遺児支援

支援：NPO「ふくしま震災孤児・遺児をみまも

る会」理事長 曽我泉美氏

設立：平成25年1月18日

info@fukushima-child.com

住所：970-8044 福島県いわき市中央台飯野4

-2-4

電話：0246-46-0321

FAX：0246-46-0322

チケット：2000円×220枚

販売計画：

大磯RC会員8×14 ＝112枚

第8Ｇ各クラブ会員数割 ＝50枚

出演者 ＝50枚

当日券 ＝8枚

合計220枚

＃、2月15日の例会をフォーラムとして、皆様のご

協力をお願いする。担当者だけが働くのではなく、

会員全員が働く。

＃、いわき鹿島ＲＣから曽我泉美さんはセレモニー

があり、来磯は不可。

いわき鹿島ＲＣ会長幹事と小野さんが参加される。

ビデオ放映あり。

＃、大磯町は後援になっているが、町長挨拶は不要

＃、当日は8時30分からピアノの調律（新宅も同時

間立会い）出演者のリハーサル。出演者の昼食は？

きじ丼？ 会員は各自が自分で済まし12時30分集合。

終了後の打ち上げは当日 後日？ いわき鹿島ＲＣ3.
名と交流？

＃、会員の役割分担 司会進行係（諸事お知らせを

含む？）、受付係（当日プログラム配布）会場内外

誘導係、花束贈呈係、看板作成設置係、救急係、

＃、会場受付に募金箱を設置する。受付は3～4名

ロータリーたすき掛け？

＃、司会進行 アナウンスは女性が良い。（携帯電

話、避難口、トイレ、諸事）

＃、第一部コンサート40分位、主催者の挨拶、大磯

ロータリークラブのＰＲ映像とチャイルドハウスの

様子を放映、目録贈呈？、等15分、第二部コンサー

ト40分位

＃、閉会謝辞の挨拶 （河本さん、守屋さん）

＃、お客様を全員でお見送りする

＃、会場内を掃除機で清掃する

2月15日フォーラムで決定する事項

司会進行、開会の辞？、諸事お知らせ、主催者

挨拶、出演者交渉担当、花束用意、花束贈呈、

弁当用意、看板担当者、映像パソコン係、会場

係（マイク、スピーカー他）受付、閉会謝辞、

いわき鹿島ＲＣ3人と交流、終了後出演者を接待、

会場外誘導係、会場内誘導係、

ティートス君とホストファミリー4人計5人接待

する？

以上


