２０１０年
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No.２８

卓話『カンボジアの社会状況と、かものはしプロジェクトの取組』
≪例会プログラム≫

【 会長挨拶〜経済活動に対する伝統的な見方〜 】 森岡 弘通 会長
いわゆる伝統主義が支配していた時代や地域では、
経済活動は決して道徳的に高い評価をうけるものでは
ありませんでした。
そこにあるのは「人間の経済活動は伝統的な生活水準を
維持する以上の利潤を追求するのは罪である」という倫理観、
営利活動は倫理や道徳とは関係なく、ひたすら自分の営利欲を満足させれば
良いのだとする態度、あるいは仲間には博愛主義で臨み、仲間以外には
剥き出しの欲求追求で臨むという二重道徳でした。
労働の場合でも、ある日、一生懸命に働いてこれまでの倍の賃金を得れば、
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真面目な人ほど次の日は休みます。つまり倍も収入を得たのに、
また翌日も働くのは賤しい、欲張りな奴と思われるからです。
中世ヨーロッパでは「夜まで働くのは悪いこと」でした。

【入会式】
杉田 純一 君

こうした労働観・営利観を克服しない限り、近代的な資本主義は発展しないで 【月例祝賀・ニコニコ報告】
和田 達也 親睦委員長
しょう。伝統主義は２０世紀の先進国の企業家たちが、伝統的な生活に
どっぷりつかった労働者を雇用した時に、能率・効率・生産性の向上を妨げる
最大の要因でもありました。
しかし、近代的な資本主義が発達した諸国では、こうした伝統主義は除去され、
新しい経済倫理や労働観が生まれました。

【出席報告】
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この新しい近代的な資本主義の精神は、具体的にはどのようは内容で、
また、何がその誕生を可能にしたのでしょうか？
それは、次回以降、お話させていただきます。

【 幹事報告 】

疋田 久武 幹事

・藤林良昭さんが、副会長に就任する事を、理事会にて承認いたしました。
・ハイチ地震義援金として当クラブから４万円を送る事を理事会で決定しました。
・引き続き社会福祉協議会の会員になる事を理事会で決定いたしました。
・２７５０地区より、趣味の交流会参加のお願いが来ております。
２０１０年３月６日(土)、１６：３０〜

ホテルオークラで開催します。

・
「趣味の交流会」
「日本ＲＣ認証順位一覧」
「ロータリー財団」の資料を回覧します。

【 入会式 】

紹介者：谷井 正剛 君 ／ 疋田 久武 君 ／ 小宮 延雄 君
入会者：杉田 純一 君（高幡不動尊金剛寺 執事）
配属委員会：社会奉仕委員会

【 卓話：カンボジアの社会状況と、かものはしプロジェクトの取組】

＜ かものはしプロジェクト 共同代表

村田 早耶香 様 ＞

カンボジアというと世界遺産のアンコールワットを思い浮かべると思います。
私は、１９歳の時にカンボジアに行ったのをキッカケに、このプロジェクトを
立ち上げました。
カンボジアは、隣の国で起きたベトナム戦争の影響で、内戦になります。
そして、ポルポト派が国を支配し、社会主義化を進めます。
その過程で、支配の妨げになる、教師・医者・弁護士などの知識層に、
様々な罪を着せ、大量虐殺をしました。
その為、民主化された後に復興をするにも、国を引っ張っていくべき、知識層や、
３０〜４０代の人口が少なく、復興に手間取り、治安も悪化しています。首都プノンペンには、コンクリートの
建物がありますが、農村部は高床式の粗末な住居で、電気・ガス・水道はありません。
カンボジアでは、最低限の生活をする為の最低費用と言われる１日１ドル以下で生活している人が１８.７％も
います。そんな貧しい状況や、警察が機能していないという事も重なり、児童買春が横行しています。
それも１０代の少女だけではなく、５〜９歳の幼い子供達が平気で売られているのです。
買春の被害にあった子供達を集めて保護している孤児院に行った時に、４０人の少女のうち、
エイズになった子が２人、望まない妊娠をさせられた子が１人。心的ストレス障害(ＰＴＳＤ)は全員でした。
この施設に保護された時は、彼女達は涙を流すことすら出来ない状態だったと言うことです。
この問題を目の当たりにし、ベンチャー起業家を目指していた仲間と、かものはしプロジェクトを立ち上げました。
私達の活動の目的は、このような買春被害にあう子供達を少しでも減らす事です。
その為に、農村部に女性が働ける仕事を創出する目的で、民芸品の製作工場を設置しました。
そこで出来た民芸品を、アンコールワット等の観光地に土産物として販売し、賃金を支払っています。
そうする事により、貧しさゆえに、子供を売春宿に売らなくて済むようになります。
また、既に、買春の被害にあってしまった少女達に対しては、保護施設の設置と職業訓練を行っています。
そして、こういった問題は、社会構造にメスを入れないと根本的な解決になりませんので、政府と協力して、
警察官への教育訓練を実施しています。
世界には同様の問題を抱えた国があります。カンボジアで成功したら、他の国の支援も進めて行きたいと思います。

【 ニコニコ報告 】 和田 達也 親睦委員長
本日のニコニコ： 13,000 円／累計 684,735 円
ビジターフィー：

.

2,000 円／累計 14,000 円

森岡弘通

君

杉田さん、入会おめでとうございます。入会式は会長冥利につきます。

疋田久武

君

杉田さん、ご入会おめでとうございます。

小宮延雄

君

杉田さん、入会おめでとうございます。

井村廣巳

君

杉田執事、ご入会おめでとうございます。お待ちしておりました。

松浦信平

君

杉田さん、入会おめでとうございます。
カンボジアのお話も楽しみにしております。

島倉邦子

君

杉田さん、ご入会おめでとうございます。
卓話、楽しみにしています。梅がきれいに咲いていますネ。

山下雅弘

君

かものはしプロジェクトの村田様、猿田様、ようこそいらっしゃいました。

和田達也

君

寒い日が続きます。杉田さん、ご入会おめでとうございます。

【 出席報告 2/17 】松田 忠泰 出席奨励委員
＜事前のメーキャップ＞
飯作金彦 君（パスト会長会）
後藤一郎 君（パスト会長会）
谷井正剛 君（パスト会長会）
岩田孝支 君（日野受付）
熊井治孝 君（次年度理事会）
藤林良昭 君（次年度理事会）
成田恭隆 君（新世代委員会）
渡邊章郎 君（クラブ協議会）

会員総数
出席総数
(出席免除数) (免除者出席数)

ＭＵ

欠席

出席率

本日報告

38
(8)

17
(2)

事前(8)

7

78.13 %

前回訂正

38
(8)

21
(2)

(4)+1

6

81.25 %

前々回訂正

38
(8)

21
(2)

(4)+1+0

6

81.25 %

＜先週のメーキャップ＞
渡邊章郎 君（理事会）
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『地区大会』 〜原点に戻ろう、ロータリアンとして〜

【 出席報告 2/25(地区大会) 】
＜事前のメーキャップ＞
後藤一郎 君（ＳＡＡクラブ運営委員会）
松浦信平 君（ＳＡＡクラブ運営委員会）
松田忠泰 君（ＳＡＡクラブ運営委員会）
山口徹雄 君（ＳＡＡクラブ運営委員会）
岩田孝支 君（八王子東ＲＣ）
熊井治孝 君（理事会）
山村侑偀 君（日野受付）

会員総数
出席総数
(出席免除数) (免除者出席数)

＜先週のメーキャップ＞
和田一男 君（クラブ奉仕委員会）

ＭＵ

欠席

出席率

本日報告

38
(8)

14
(1)

事前(7)

10

67.74 %

前回訂正

38
(8)

17
(2)

(8)+1

6

81.25 %

前々回訂正

38
(8)

21
(2)

(4)+1+0

6

81.25 %

【 ヴィジター・ゲスト紹介】
寺田明子 様（秋間会員ご家族）

【 今後の予定 】
■3 月 3 日■

『特許と実用新案』

田中 穣治 様

■3 月 10 日■

『職業奉仕について』

地区職業奉仕部門委員長 秋山 庸一 様

■3 月 16 日■

『献血例会』

高幡不動尊駐車場にて

■3 月 24 日■

『裁判員制度の分析と評価』

≪例会変更のお知らせ≫
・飛火野 RC
・八王子 RC
・八王子西 RC
・八王子東 RC
・八王子北 RC

3/9
3/11
3/26
3/16
3/15

松浦 信平 君

≪ローターアクトクラブ例会予定・活動予定≫

移動例会（1000 回記念）

例会場：日野ＲＣ事務局 ／

3/13 へ振替

・3/13(土)
・3/27(土)

3/25 夜間例会へ振替

観桜例会（4/2）に振替
合同例会(八王子北) 3/30 特別休会
3/16 の合同例会(八王子東)に振替

時間：19:00〜20:30

第 918 回例会
第 919 回例会

※ ローターアクトの例会はメーキャップになります！

東京日野ロータリークラブ会報
事務局：〒191‑0042 東京都日野市程久保 3‑37‑3
℡：042‑594‑3711 fax：042‑593‑0510
例 会：毎週水曜日（12:30 より） 例会場：高幡不動尊客殿
ＵＲＬ：http://www.hino‑rotary.org
ブログ：http://blogs.yahoo.co.jp/hino̲rotary2009

会
長：森岡 弘通
幹
事：疋田 久武
会報委員長：後藤 一郎
会 報 委 員：川俣貞・左門左兵衛・阪口茂
山下雅弘・仲谷政毅

お問い合せ：info@hino‑rotary.org

