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１１月は 「 ロータリー財団月間 」 です 

次回例会 2005 年 11 月 16 日 

（第 2192 回） 
 

「アイスクリームのはなし」 

大西 弘 会員 
 

本日例会 2005 年 11 月 9 日  

（第 2191 回） 
 

「我社の地雷撤去支援運動について」  

㈱京阪百貨店 松河 哲男氏 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
前回例会（2１90回）11/2の主な内容 
 
ゲスト紹介               （親睦活動委員会） 
寺西 悦子氏    （2005～07年度世界フェローシップ） 

☆11 月度 結婚記念日 8名・誕生日 6名 
 
会長の時間                   （三浦会長）   
       「 三冠馬 」 
 私達庶民の娯楽として競馬のクラシックレースは大人気を得て
いる。  
競馬は元々 イギリスが発生国で18 世紀末頃から王侯貴族が自

分の馬を持ち寄って競ったのが始まり。 日本では1860年代、日
本中央競馬会が横浜で外国人によって行われ淀競馬場でた、とさ
れている 
先日10月23日「菊花賞」レースが行われ14万人余りの観衆の

中、ディープインパクト（牡3歳）が後方より追込み直線100米
の間に2馬身差をつけてゴール。デビュー戦から７戦全勝、たゆ
まぬ努力の結果“無敗の三冠馬”が21年ぶりに誕生した。 
 三冠馬とは3歳限定戦で「皐月賞、ダービー、菊花賞」の全て

に勝つ馬のことで生涯に一度の機会時速65キロ“空を飛んでいる
様だ”という騎手の表現まさに“走る芸術品”そこで最近のスポ
ーツを較べてみざるをえなくなった。商業主義が先行しドーピン
グ問題に至るまで嘆かわしい事が多すぎる。スポーツ精神に乗っ
取りフェアーで感動を喚起してもらいたい。馬の様に努力し乍ら。 
幹事報告                     （篠﨑幹事） 
□ 11 月のメッセージカード「ロータリー月間」をメールBOX

に配布。 
□ 守口市民まつり参加のお願い。 
□ 大型ハリケーン「カトリーナ」義援金の地区からのお礼。 
□ クラブ協議会、理事会の開催について。 
□ 東海道シンポジウム「守口宿大会」の開催について。 
 
 
 
 
 
 
 

出 席 報 告 

例会日      出席     欠席          出席率 
 

11 月 02 日      ３２    １５      68.09％（ 61 名中 14 名免除）  

10 月 19 日      ３４    免除会員出席 8名メークアップ５名（72.34％） 

 

谷口会員 欠席のお詫び。 
11/2 結婚・誕生ニコニコＢｏｘ・ 

累計385,000円 



 

 

 
 
 

 
卓 話  
 
            「カンボジアでのＮＧＯ活動」  

 
2005～2007年度 
世界フェローシップ   

 
寺西 悦子氏 

 
 
 
私は 2005-07 年度第 4 期生の世界平和フェローとして、

オーストラリア、ブリスベンにあります、クイーンズラン
ド大学に入学します。大学内にあるロータリーセンター、
政治科学・国際問題研究科修士課程に在籍し、国際関係・
紛争解決を専攻します。私自身の関心事項は、アジアにお
ける平和構築、子どもを対象にした平和教育、紛争後の復
興支援の取り組みです。期間は 2 年間で、1 月より大学準
備コースが開始し、2 月から本格的に授業が開始します。 
私は、大学は和泉市の桃山学院大学で文学部国際文化学科
に所属し、在学中に、インドやインドネシアでボランティ
ア活動をし、また、イギリスに 1 年間交換留学をしていま
した。その時から、国際問題に興味を持つようになりまし
た。本日は、カンボジアでの NGO 活動について、お話し
ます。私が住んでいた首都プノンペンは 100 万人以上が住
む都市です。今、まさに発展の時期にあります。カンボジ
アの市場は、野菜や果物が豊富です。しかし、これらはす
べてカンボジア国内で生産されるものばかりではなく、近
隣のベトナム、タイ、また華僑も沢山いることもあり、中
国から入ってきている品物も沢山あります。首都プノンペ
ンを抜けると、すぐそこには農村地帯がひろがっています。
米作が中心で、雨季には緑の風景に、乾季の収穫時には、
黄金色になります。農村の多くの人々の住まいは、木や、
竹、バナナの葉などで作られた高床式の家に住んでいます。
もちろん、電気や水道、トイレのない地域もたくさんあり
ます。 
 私が勤務していた NGO 団体は、特定非営利活動法人、
NPO 法人の日本紛争予防センター（JCCP）です。そのカ
ンボジア代表事務所にプロジェクトコーディネーターと
して勤務しておりました。本部は東京にあります。団体自
体は 1999 年に設立され、2002 年に東京都より法人認定を
受けました。会長は元国連事務次長の明石康氏です。団体
の目的は、紛争の発生予防、拡大防止、再発防止、平和構
築です。カンボジア以外に、アフガニスタン、スリランカ
で活動を行っています。本日は、小型武器回収開発事業に
ついてお話いたします。カンボジアは、1970 年代のベト
ナム戦争以来、約 30 年間内戦状況にありました。1991 年
パリ和平協定、1998 年のポルポトの死去、クメール・ル
ージュ幹部の投降により、約 30 年に及ぶ内戦は終結しま
した。しかし、現在でも、この内戦に使用された小型武器
の多くが、一般住民の間に不法に所有されている状況にあ
ります。その武器が犯罪に使われ、国の治安を脅かし、深
刻な社会問題となっています。 カンボジア政府も、小型
武器回収を広く訴えたのですが、この活動期間中に武器を
提出すれば罰せられないこと、平和な社会について、広く
一般住民に訴え、武器の回収状況、地域の状況に合わせ、
さまざまな開発支援を行います。現地警察と協力し、武器
の回収状況の確認も行っていました。武器の回収と開発支
援を組み合わせ、カンボジアの治安の安定を確保し、武器
による犯罪を減少させ、地域に見合った開発を支援してい
ました。開発支援の例ですが、一番要求のある、生活用水・
飲料水のための井戸。また、教育設備が十分整っていない

学校が多く、そこには机・椅子などの教育設備の支援も行
っていました。今まで、NGO 活動に携わってきて、学ん
だことは、まず、草の根レベル、市民レベルにおける支援
の重要性です。他の東南アジアと同様カンボジアでも、日
本は、第一援助国です。しかし、政府間の援助は、主に政
府に対して行われ、本来は、現地政府が地域にまで行き届
くようにしないといけないのですが、現状はなかなか思う
ようには行かず、本当に援助が必要なところには届いてい
ない、または、届くまでにかなりの時間がかかります。そ
んな中、NGO は、より地域に密着し、地域の住民と共に
活動ができます。そして、本当にこのような活動は必要と
されているということを、現場に行って、実感することが
できました。 
また、政府と NGO との協力の可能性です。実際、この小
型武器事業も JICA とのパートナー事業として、資金の助
成を受けています。他にも、外務省が日本の NGO に対し
て資金面で支援する制度も近年開始しました。多くの
NGO が抱える問題の一つが資金不足です。紛争直後や緊
急災害支援などで集中的にお金が集まることがあっても、
戦後復興、開発など長期的に安定した資金の確保は難しい
のが原状です。しかし、今後、このように、政府と NGO
とが連携することで、安定した資金を確保し、より効果的
な支援体制を築いていくべきだと思いました。 
最後に、このような活動を続けていくには、「連帯感」な
くしてはやっていけないと思いました。相手のことを尊重
し、思いやり、遠い国で起こっていることも、他人事では
ないのだという意識が重要だと思います。しかし、同時に
現地の人達が自分達の手で最終的には自立できるように、
援助国にたいして「依存心」を産まないような支援を心が
けないといけません。 
私が活動をすることができたのも、カンボジアの人々の支
えや協力があってできたものです。カンボジア語で「オー
クン」＝「ありがとう」という気持ちは今後もずっと持ち
続けていこうと思います。そして、過去を乗り越えて、未
来に向かって歩み始めているカンボジアに関心を持ち続
けたいと思います。 
 
★ 委員会報告 

広報雑誌・会報委員会         （玉井委員） 
ロータリーの友 11 月号記事紹介 
＜ロータリー財団月間特集記事＞ 
＜ロータリーの友への投稿のお願い＞ 

親睦活動委員会           （花光委員長） 
★家族親睦会予定 
行 先：京都御所並びに二条城 
日 時：11 月 26 日（土） 
★クリスマス家族親睦会予定 
日 時：12 月 17 日（土） 

地区ローターアクト委員会      （髙橋委員長） 
海外研修・ 
行 先：ＲＩ3300 地区（香港） 
日 時：11 月 4～6日 
参加者：髙橋委員長・ＲＡＣ４名 

 

 
◇◇◇クラブ協議会報告◇◇◇ 

日 時：11月2日（水）13：30～  場 所：3階「平安東」 
     出席者：19 名 

・ 各委員長より事業推進状況発表 

 
◇◇◇理事会報告◇◇◇ 

日 時：11月2日（水）14：30～ 場 所：3階「平安東」 
出席者：11 名 

・ 上期会費徴収状況報告 
・ ロータリー財団寄付金の件・・承認 
・ 東海道シンポジウム大会共催、後援の件 
・ 市民まつりの件 
・ 家族親睦会の件・・承認 

 


