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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

7/29 クラブ協議会① 

7/30 第1回熊本市域RC会長・幹事会 

   ＠ニュースカイホテル 

 

 

 

 
令和２年（2020）年７月７日 

黙祷 
斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング  

「奉仕の理想」 

 

来訪者紹介 

硯川昭一様（熊本第 4G ガバナー） 

硯川和歌子様（令夫人） 

井戸川 寛様（地区副幹事） 

木村 初様（熊本第 4G ガバナー補佐） 

 

 

 

 

 

7 月 7 日（火）硯川昭一ガバナー公式訪問例会＠ホテル日航熊本「阿蘇」  

会長報告（河津延雄君） 

皆さま、こんにちは。坂本研一前会長より引き継ぎまして、今

年度 1 年間会長を務めさせていただきます河津です。どうぞよろ

しくお願いいたします。2020 年度初めての例会となりますが、本

日は国際ロータリー第 2720 地区の新ガバナー、硯川昭一ガバナー

の公式訪問例会となりましたのでよろしくお願いいたします。ま

ずは来訪者をご紹介いたします。硯川昭一ガバナー、令夫人 硯川

和歌子様、地区副幹事の井戸川 寛様、熊本第 4G ガバナー補佐の

木村 初様にお越しいただきました。本日はどうぞよろしくお願

いいたします。本来ならば新年度初めての例会ということで会長

挨拶をさせて頂くところでございますが、公式訪問例会のため本

日は割愛させていただき次回での挨拶とさせていただきます。そ

してここで、先週末からの大雨でお亡くなりになりました方々に

対しまして黙とうを捧げたいと思います。 

さて、春先から新型コロナウィルス感染症の拡大が続き、熊本

では現在ある程度感染は抑えられていますが東京では今月 2 日の

107 人、3 日の 124 人と毎日 100 人を上回っています。これからは

これまで以上に県を越えての行き来も始まり、春の人事異動で挨

拶 
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拶ができなかった県外からのお客様も熊本にたくさん

来ていただくことになりますが、反対に新型コロナウィ

ルス感染症の第2波が心配となります。会員のほとんど

の方が新型コロナウィルス感染症によって売り上げ減

など大きな影響を受けておられることと思いますが、新

型コロナウィルスはワクチンや治療薬が開発されるま

で終息は非常に難しいと思われますので各会社での更

なる対策が必要となります。ロータリーの基本理念の一

つは友情です。是非、会員相互に協力し合い、被害の多

かったメンバーをはじめ地域の方々を応援していきた

いと思いますのでどうぞご協力よろしくお願いいたし

ます。 

ロータリー活動も今年は台北大同扶輪社との青少年

交換留学事業が中止となるなどいくつかの年間予定が

立てられない状況となっています。皆さんと一緒にこう

いう時だからこそ出来ることにチャレンジしていきた

いと思います。今年１年よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告（丸山浩之君） 

1.例会終了後、集合写真撮影を行います。そのままお待ちく

ださい。 

2.集合写真撮影後、前年度臨時理事会を開催いたします。

前年度の関係各位はご参加をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

例会変更のお知らせ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 7 月 14 日（火）12：30～ 

○りんどう RC～Web 例会に変更 

[日 程] 7 月 16 日（木）13：00～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 7 月 22 日（水）18：30～ 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 7 月 29 日（水）12：30～ 

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 7 月 29 日（水）12：30～ 

[変更後] 7 月 29 日（水）18：00～ 

[場  所] ボナペティ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日 程] 7 月 30 日（木）13：00～ 

 

委員会報告 

ございません 

 

2019-20（前年度）臨時理事会報告（坂本研一君） 

1.大澤淳二会員の退会について 

⇒6/30付退会が承認されました。 

 

硯川昭一ガバナーへバナー贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●スマイルボックス（桑原幸雄君） 

○硯川昭一様・木村 初様・井戸川 寛様 

（RI 第2720地区） 

 本日はよろしくお願いいたします。 

○河津延雄君・後藤 博君・丸山浩之君・森本康文君 

坂本幸樹君 

RI 第2720地区 硯川昭一ガバナー、和歌子夫人、井戸

川 寛地区副幹事、木村 初ガバナー補佐のご来訪を

心より歓迎しスマイルいたします。新年度のスタート

です。今年度1年間皆さまのご協力をお願い申し上げ

ます。昨日は緊張で全員眠れませんでした。 

 

☆全員スマイルのご協力ありがとうございました。本日のスマ

イル（40,000 円）は全額ロータリー財団へ寄付いたします。 

  

 

 

 

 

 

出席報告（藤山直秀君）                  

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６４名 ３８名 59.38％   ７４．６０％ 

出席規定適用免除者 1名 欠席記録免除者 1名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 
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●ガバナーアドレス（硯川昭一ガバナー） 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

硯川昭一ガバナーよりエンドコロナバッジの贈呈 
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【例会予定】 

 7/20（月）常任委員長就任挨拶 

 7/27（月）クラブ協議会① 

 

■RI ニュース（国際ロータリーHP より） 

「祖国の紛争から逃れてきた若いローターアクター

たちが、ウガンダの難民施設で人びとに寄り添い文化

をつくる」 

 

 

 

 

 

とある月曜日の朝、ウガンダ最大級の難民施設「ナキ

バレ難民居住地」にあるポール・ムシャホさんのお店

には外まで行列ができています。ムシャホさんは 2016

年、祖国であるコンゴ民主共和国での暴力行為から逃

れてこの地にたどり着きました。殺害すると何度も脅

迫されたため、ウガンダに渡り、89,000 人が暮らす

184 平方キロの難民居住地で友人と合流しました。26

歳になる物腰柔らかいムシャホさんは IT 系の学位を

有しており、住居を兼ねた木造の店舗で送金サービス

のビジネスを営んでいます。ムシャホさんは、コンゴ

やブルンジ、ソマリア、エチオピア、エリトリア、ル

ワンダ、南スーダンなどから来た難民に対し、携帯電

話を使ってウガンダ国外の家族や知人からお金を受

け取れるというサービスを提供しており、ビジネスは

大繁盛しています。また両替サービスも行っており、

利用者が多すぎて現金が不足してしまうこともあり

ます。この日ムシャホさんは、最寄りの銀行でお金を

下ろして戻ってくる友人を待っていました。最寄りと

いっても 2時間も離れたムバララの街にある銀行です。

木製机の椅子に腰掛け、取引台帳と携帯電話 7 台を駆

使するムシャホさんですが、帰りの遅い友人に焦りは

どんどん募っていきます。お金が間に合わず顧客から

手数料が取れなくなることを焦っているのではなく、

お金を渡せないまま顧客を帰してしまうことが気が

かりなのです。「お客さんを待たせたくはありません」

外の道を眺めながらムシャホさんは言います。店の外

にはトタン屋根のお店が立ち並び、トマトや木炭を売

る女性たちや、店頭に牛肉を並べている精肉店、バイ

クの上で時間を潰す若者たちで賑わっています。「彼

らには他に頼れる人がいないんです」とムシャホさん。

ムシャホさんは地域社会に住む人びとの暮らしを良

くしたいと願う若き起業家であり、生粋のローターア

クター（ロータリーが支援する 18～30 歳までのリー

ダーの組織）であると言えます。しかしムシャホさん

の背景や所属するクラブの状況は極めて異例です。ム

シャホさんのナキバレ・ローターアクトクラブは 2016

年下旬に設立され、翌年 7月に正式に発足しましたが、

難民居住地や難民キャンプを拠点とするローターア

クトクラブとしては世界初であると考えられます。ク

ラブのメンバーや難民の生活にとってナキバレ・ロー

ターアクトクラブとは、紛争でも自分たちの夢を諦め

なかった若者たち、祖国を離れた人びとの人間愛が存

在する国家、そして想像を絶する悲劇を経験した人び

とを支える奉仕の精神の上に成り立つ団体なのです。

ナキバレは一般的な難民キャンプとは異なります。

184 平方キロの敷地に 3 つの市場があるナキバレは、

ウガンダ南西部のごく一般的な農村地帯を思わせる

場所です。その起伏のある土地にはバナナの木やシロ

アリの塚があり、ロングホーン牛の群れが暮らしてい

ます。ナキバレは、ルワンダ独立に伴う紛争から逃れ

てきた難民を収容するため 1950 年代に作られた街で

あり、今ではすっかり周りの風景に溶け込んでいます。

しかしここ数年間でナキバレの人口は増減を繰り返

しています。これは南スーダンの内戦やソマリアの国

家崩壊、暴動や武装勢力によるコンゴ西部の恐怖支配

といった地域紛争から逃れてきた人びとを受け入れ

ていたためであり、特にコンゴからの難民はナキバレ

の現在の住民の半数以上を占めています。多くの人が

ここに 1～2 年ほど住んでおり、中には数十年住んで

いる人もいますが、ほとんどがナキバレを自分たちの

故郷として考えています。この地域の他の政府とは異

なり、ウガンダ政府は新しく避難してきた人びとに耕

作地を付与し、簡易住宅を建設するための資材を提供

することで自立を促しています。また難民のこどもた

ちは無償で初等教育を受けることができ、経済に貢献

できるよう働く機会も与えられています。ウガンダの

国境付近では 150 万人の難民が保護されており、難民

登録された人は自由に国内を移動することができま

す。難民が都市でビジネスを営むことができれば、理

論的には彼らを一カ所に閉じ込めておく必要はあり

ません。「彼らは一般の人のように自由に生活するこ

とができるようになります」と説明するのはアメリカ

難民委員会（ARC）のウガンダ地域部長バーナード・

オジャン氏です。ARC はナキバレ・ローターアクトク

ラブと緊密に連携している団体です。「豊富な耕作地

のお陰でウガンダ政府は寛大な難民政策を実施する

ことができていますが、このシステムは難民を『負担』

ではなく『資産』として捉えるという高いレベルの信

念を反映していると言えます」とオジャン氏。「ウガ

ンダは、難民を『お荷物』などではなく『チャンス』

として捉えることで、実際にたくさんの変化が起こっ

ていることに気付いたのです」 

 

https://www.facebook.com/groups/1362331377136544/about/

