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過去 3 回の修正出席率
10/30：100% 11/6：98.21% 11/13：100%

「クラブ年次総会」

本日の卓話

【11 月 27 日第 2004 回例会 会長挨拶】
高齢者・後期高齢者になりますと、誤嚥（ごえん：食べ物や異物を気管に飲み込んでしまうこと）による肺炎
に気を付けなくてはなりません。よく記事などで「肺炎により」とありますが、多くは誤嚥により胃に入るべき
物が少し肺へ入ってしまい肺炎を起こすそうです。気管支の入口に弁があり、食べ物が通るときには閉じますが、
高齢者になると弁の閉まりが悪くなるそうです。よく咽て大きな咳をされるときがありますが、咳は異物を吐き
出す行為であり正常な動作です。来週はもう１２月の師走です。皆さん、忘年会・クリスマス会・年末行事で飲
食の機会が多いと思いますが、誤嚥をしないようにお気を付けください。

前回の例会

「国連難民高等弁務官事務所の経験について」ロータリー世界平和フェロー 水野真希様

日本に来ている避難民は日本に来るまで日本という国を知らずに来て、日本人がとても親切なので家族と一緒
に日本で平和に暮らしたいと願っています。
インドネシアの国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）で働いているときに難民の方と会い、国を追われた
悲しみと怒り、逃げている間に離れ離れになったり、殺された家族などすべてを失い不安に満ちていました。難
民問題には関心はなかったのですが、ロータリー世界平和フェローとしてオーストラリアで１１年ぶり大学へ戻
り学ぶなかで、国を離れた人たちの教育に興味が湧き、日本では文科省が国の教育を率先しているが、国を失く
してしまった特に難民の子供たちの教育がどうなっているのか疑問がきっかけとなりました。インドネシアの避
難民の現状は厳しいものでした。難民というのは自分の命を守るためにやむを得ず、祖国を離れて他国へ逃げ出
さずにはならない人（民主化運動への参加、改宗、同性愛などにより国（政府）から迫害を受ける人たち、受け
るであろうと恐れる人たち）を言います。避難民は難民認定を受けると、難民となります。難民として認められ
ると、保険や教育を受ける権利が与えられます。難民を保護するために難民条約国際法があり、日本も加入して
います。難民法に加入した国は、自国に来た難民を庇護する責任があります。インドネシアは非加入国なので、
一時滞在はできても定住することはできません。インドネシアは非加入国なのに避難民がどうしてインドネシア
に行くのか。クリスマス島はオーストラリア領でありパースから 3,000ｋｍ、ダーウィンから 2,700ｋｍ離れ
ているが、インドネシアからは３５０ｋｍしか離れていません。インドネシアからクリスマス島に渡れば、オー
ストラリア政府に保護されます。オーストラリアの政策が避難民の期待感を高め、多くがオーストラリアに向か
います。インドネシアには現在、避難民が不法滞在を含めて約１万人いるといわれています。そのうち 1,200
人が難民と認定され、第三国へ定住許可が出るのを待って 4,600 人が難民申請を出しています。残り 4,200
人は、不法に渡航しようとします。そのためインドネシアでは、密航がビジネスになっています。しかし波が荒
い１２月だけで、４隻が沈没してしまいました。経済的に追い込まれた難民が、犯罪に走ったり不安にかられ自
殺をしたり、後をたたないので難民を受け入れる社会基盤が必要になります。近年、日本でも保護を求めてくる
難民が増えました。去年、難民申請を出したのが 3,260 人、そのうち難民認定を受けたのが６人。シリアから
６２人来ましたが難民認定を受けられたのは、０人でした。審査を待つのに５年、その間許可がないので仕事が
できない。家を借りたくても保証人がいないので借りられない。保険にも入れないので病気になっても我慢する
しかない。日本でもまだまだ基盤ができていません。
みんなが世界を良くしていくために、何をしたらいいのか考えてほしいと願っています。

卓話者：水野真希様と南委員長

卓話：国連難民高等弁務官事務所
の経験について

卓話者：水野真希様
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ようこそ！本日ビジターの皆様

 幹事報告(近藤幹事)
■ 岡崎南ＲＣ創立５０周年記念誌が届いています。
■ 11 月 30 日(日)岡崎 RAC45 周年記念式典に新浪

 ニコボックス委員会
 三浦泰廣君・南鉉君・加藤和志君

水野真希さんを

歓迎します。
副会長･春名青少年奉仕委員長･金本ローターアクト
 加藤和志君 財団への寄付に感謝します。
委員長に出席して頂きます。
 青山俊次君 先日、三浦会長と天下峰に登りました。
■ 11 月 30 日(日)写楽会撮影旅行です。参加される方
 浅岡謙治君 本日、職業奉仕のため早退します。
は 7 時 40 分に名鉄東岡崎駅南口に集合して下さい。  長坂勲君・原田耕平君 ニコに協力します。
■ 12 月 4 日(木)クラブ年次総会を開催致しますので
 草野信隆君 今日も元気に来られました。
宜しく御願い致します。
 宇野弘隆君 光ヶ丘合唱部同声合唱の部で日本一に
なりました。
 出席委員会 本日の出席率 90.74%(欠席 5 名)
 クラブ会報 委員会 週 報あづ ま訂正 とお詫び 。
前々回(11/13)修正出席率 100％(欠席 0 名)
12/18 例会予定：誤)ｲﾝﾀｰｱｸﾄ…→正)ﾛｰﾀｰｱｸﾄ…
 ビジター報告 [岡崎 RC]6 名 [岡崎南 RC]1 名
 米山記念奨学委員会 小銭寄付のお願い

参加報告：「岡崎ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ創立 45 周年記念式典」

11 月 30 日(日)

ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員長

金本孝美

岡崎ＲＡＣ創立４５周年記念式典が 11 月 30 日(日) 六所神社 斎館にて開催されました。新浪副会長、春名青
少年奉仕委員長、私の３名で出席をしてまいりました。参列者で神事・ご祈祷を受け、厳かに記念式典に臨みま
した。来賓祝辞をガバナー近藤雄亮様よりいただき、ローターアクトの記念事業の報告を受け式典を終えました。
二次会では打って変わり和やかにローターアクトの親睦が行われました。

歓迎の言葉

神事 ご祈祷

及川純会長

来賓祝辞 近藤雄亮ガバナー

来賓祝辞 秋田青少年奉仕委員長

１２月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

12/13(土)18:00～ 名古屋マリオットアソシアホテル 「年忘れ親睦家族例会」※12/11(木)からの例会変更です。
12/ 18(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「ローターアクトクラブの現状と課題」岡崎 RAC 会長 及川純様
12/ 25(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「半期を振り返って」会長 三浦泰廣君･幹事 近藤金作君

他クラブ例会変更・休会のお知らせ
変更予定日

RC 名

サイン受付場所

12 月 10 日（水） 豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

12 月 15 日（月） 豊田三好

保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

12 月 16 日（火） 岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

12 月 16 日（火） 岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

12 月 16 日（火） 豊田中

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

12 月 17 日（水） 豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

12 月 18 日（木） 豊田

ホテルトヨタキャッスル 2 階 11:30～12:30

12 月 19 日（金） 安城

碧海信用金庫 3 階事務局 11:30～12:30

12 月 19 日（金） 西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 2 階 203 号 11:30～12:30
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12 月 22 日（月） 豊田西

名鉄トヨタホテル１階フロント前 11:30～12:30

12 月 22 日（月） 刈谷

刈谷商工会議所３階事務局 11:30～12:30

12 月 23 日（火） 岡崎南･岡崎城南･西尾

法定休日の為休会

12 月 23 日（火） 豊田中

名鉄トヨタホテル 17:00～18:00

12 月 24 日（水） 知立

ホテルクラウンパレス知立 501 号 11:30～12:30

12 月 26 日（金） 安城･西尾 KIRARA

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

12 月 29 日（月） 豊田西・豊田三好

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

12 月 30 日（火） 岡崎南･岡崎城南･豊田中･西尾

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

12 月 31 日（水） 岡崎･豊田東･三河安城･知立

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

同好会便り
同好会

あづま会
ひよどり会
写楽会

開催予定日

場所

内容

12 月 9 日（火） ザ・トラディションＧＣ

定例会

12 月 4 日（木）

忘年会

チャーム

有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて掲示
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