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さきほどご紹介にありましたように今日は地区増強委員会

から竹内淑江副委員長、梅村博史委員が来られております。

あとで、「ロータリー女性 PART1」の開催についてご説

明していただきます。よろしくお願いいたします。 

さて、ご報告ですが、先週の火曜日に今年度の補助金事

業である豊山町社会福祉センター１階アリーナでのスポッ

トクーラー贈呈式に会員１２名で出席してまいりました。 

贈呈式の後、そこで開催されております幼児体操教室を

見学するとともに、教室のお手伝いをさせていただきまし

た。その後、リニューアルされた２階にある資料展示室に

移動し、新しいディスプレーのよる郷土の歴史紹介を教育

長の説明を受けながら、見学して帰ってきました。皆さん

もまた機会がありましたら、ご見学ください。 

ところで今年度の国際ロータリーの重点分野として 1．

平和構築と紛争予防 2.環境保全 3.地域社会の経済発展 4.

基本的教育と識字率向上 5.疾病予防と治療 6.水と衛生 7.

母子の健康、この七つがあげられていますが、今月の月間

テーマはこの重点分野のひとつである「基本的教育と識字

率の向上」となっています。 

今月のロータリーの月間テーマはマイロータリーの記事

によりますと以下の２点が掲げられています。 

① 教師の専門能力の開発 ②学生への支援 

① については国連によると2030年にすべての子供が初

等・中等教育を受けることができるようにするには、初

等教育で 2,400 万人以上、中等教育で 4,400 万人以

上の合計 6,900 万人近い教師の増員が必要だとされ

ています。 

②については「学校へのアクセスが常に世界的な課題とな

っており、新型コロナウイルスの流行により、全生徒の約

90％、すなわち約 16 億人が、学校での対面式授業が受け

られなくなりました。また、遠隔地に住む多くの生徒は、

リモート教育を受ける機会が得られず、さらに不利な状況

に置かれることになりました。」という記事が載っており

ます。 

又、９月５日の朝日新聞の記事では 2022 年の米国の９

歳児の平均的な学力が新型コロナウイルスが本格化する前

の 2020 年と比べて記録的な低下をしているという調査

が発表されました。学力低下の主な原因はリモート授業が

増えたからだと分析しています。リモート授業をしていて

も困ったときに勉強を見てもらえないなどのほか、自由に

使えるパソコンやタブレットがない、高速のインターネッ

ト回線が備わっていないなど環境面の課題もあったとして



ます。 

今年も世界ではウクライナ問題など、戦争、迫害、紛争

などによって、「基本的教育と識字率の向上」はなかなか

達成難しいテーマであるかと思いますが、 

今日は月間テーマに関する話題をご紹介しました。 

 

 

            出席報告           

●出席報告 （松井 ゆか 君） 

 

●ニコニコボックス報告（大野 和宏 君） 

 

本日は地区会員増強委員会より「女性の集い」の PR 訪問

に参りました。宜しくお願い致します。 

地区会員増強委員会 竹内 淑江 副委員長 

 

本日は女性の集いの PR に来ました。よろしくお願いしま

す。 
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地区会員増強委員会 竹内副委員長、梅村委員 ようこそ。 

今日はよろしくお願いいたします。 

伊東由之君 卓話楽しみにしています。 

山内 佳紀 君 

伊東さん、卓話楽しみにしています。 

竹内副委員長、梅村委員 PR お願いします。 

入谷 宏典 君 

伊東君の卓話を楽しみにしています。 

                   串田 正克 君 

卓話の当番です。サラッと聞いて下さい。 

                   伊東 由之 君 

伊東君の卓話楽しみです。 

                   近藤 和彦 君 

元気で感謝。 

菅沼 智久 君 

伊東さん 卓話よろしくお願いします。 

川口 直也 君 

がんばって今日も元気で。 

山田 幹雄 君 

伊東君 卓話よろしく！ 

原田 好展 君 

 

伊東さんの卓話 楽しみです。 

稲吉 將秀 君 

伊東ちゃん、卓話頑張って下さい。 

北園 守生 君 
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会員数 47 出席率 85.00 ％
出席義務者 22 出席義務者 6
出席免除者 12 出席免除者 7
出席合計 34 欠席合計 13

本日の例会

出
席
者

欠
席
者

安川　正勝 君 阿萬　裕子 君 武田　英昭 君
真城　壮司 君 高山　光雄 君 プリヤンタ 君
前田　幹太 君 山北　秀和 君 中林　正人 君
栗田　和典 君 鈴木　恵一 君 稲熊　正徳 君
三治　　明　君 田邊　雅彦 君 伊藤　康司 君
市川　　孝 君 内海　辰巳 君 松井　ゆか「君
照井　通夫　　君 大野　和宏 君

本日の協力 33 名 58,000    円
本年度の協力累計 438,000  円



とんでもないタイトルにしてしまったと後悔しました。 

ロシア侵攻が始まったのは去年の 2 月 24 日当時威嚇だ

けで絶対にありえないと思っていた戦争が起こってから半

年が過ぎ最近のニュースで取り扱いが少なくなってきてい

るのが気になっていたため、卓話を通じて皆さんと簡単に

が思い返してみようと思いましたが、かなりハードルの高

いテーマになってしいましたが、薄っぺらにお話ししてみ

たいと思います。 

そもそもなぜ紛争は起こるのでしょうか。  

紛争は、宗教の名のもとに引き起こされる対立や、民族

や文化の違いに対する不寛容から生まれる対立によって起

ることがあります。また、国境が不明確なために起こる紛

争や、政権に対する不満を抱えた人々が反対運動を起こし、

それが武力衝突につながることもあります。さらに、軍に

よるクーデターなどをきっかけに、武力行使が行われる場

合もあります。大国をはじめとする外国の勢力が、何らか

の政治的理由から武力行使を行い、紛争が起こるきっかけ

になることもあります。 

  ほかにも、鉱物や土地などを巡って争いが起こり、武力

紛争に発展する場合もあります。例えば、私たちの日常に

欠かせないスマートホンやパソコンは、「レアメタル」と

いわれる、希少な鉱物が使われています。そのため、その

希少鉱物をめぐり各地で紛争が起こっています。加えて、

気候変動による影響などが原因で水不足や農作物の不作が

起こると、貴重な水資源や農耕地をめぐる紛争も起こりま

す。生活ができなくなった人々が移住を余儀なくされ、移

住先で対立が生まれる場合もあります。 

2020 年、高強度紛争はアフガニスタン、シリア、ソマ

リア、イエメン、ナイジェリア、エチオピア、エリトリア、

アゼルバイジャンでの紛争です。このうち、最も激しい紛

争はアフガニスタンにおける紛争でしたが、ナトー撤退な

どが話題に上がって間もない 2022 年 2 月 24 日最悪の

戦争が起こってしましました。 

事実関係 

ロシアの戦争が始まったのは実は 14 年 2 月のことロシ

アはウクライナの領土だったクリミアを併合し、東部にい

わゆる「自称共和国」（親ロシア勢力が独立を宣言したド

ネツク、ルガンスクの 2 州）をつくった。ウクライナ政府

軍と親ロシア勢力は紛争状態に入りました 

ウクライナの安全保障について多くの関係国が合意した

「ブタペスト覚書」という政治協定書がある。1994 年 12

月にハンガリーの首都ブダペストであった欧州安全保障協

力機構（OSCE）会議で署名された。 

その内容はベラルーシとカザフスタン、ウクライナが核

不拡散条約に加盟することを条件に、核保有国の米国と英

国、ロシアがこの 3 国に安全保障を提供するものだ。中国

とフランスも別の書面で、部分的な個別保障をしている。 

この覚書に照らせば、ロシアはウクライナに手を出すこ

とはできない。しかし、プーチンは 2014 年にクリミア半

島に侵攻し、これを反故にしました。そして今般の進行に

いたっていきます。 

進行の理由はナトーの脅威等様々な理由があるとは思い

ますが、この卓話において政治的な話は差し控えようと思

います。 

2 月 24 日以降の動きは以下の通りです。 

別紙 

ではこれまで何人の犠牲者が出たのでしょうか 

8 月 22 日 ウクライナの発表によると９０００人のウ

クライナ兵士が死亡・ロシア軍の死者は４万５４００人・

7 月時点民間人の死者 5000 人超え負傷者 6500 人超え

となっています。あくまでウクライナの発表によるものな

ので、実際にはウクライナ兵士の死亡はもっと多いでしょ

う 

難民の数は1000 万人超え・・・ウクライナ人口は 4000

万人国民の 4 分の 1 になります。 

日本に避難している人数は実に 1700 人を超えています。 

愛知県は 74 人だそうです。 

ここでウクライナが使用している武器についてです

が・・・ 

欧米諸国が提供しているのは 

スティンガ＾ 対空ミサイル 

「ジャベリン」対戦車ミサイル 

「りゅう弾砲」 

「フェニックスゴースト」自爆型ドローンなどで支援金

は 7 月末時点において軍事・財政・支援の合計は 11 兆円

にものぼります 

このうち日本の支援金は 870 億円 日本の防衛予算は

5.4 兆円です 

政治的思想を語るつもりはありませんが、エネルギー・

食料・等の高騰が日本においても財政を直撃していること

はまちがいありません。 

侵攻を受けて米コカ・コーラやスターバックスなどがロ

シアから撤退したがロシアはモノを売る（輸出）には問題

ないが、モノを買う（輸入）ことに問題を抱えているが結

局紛争当初期待されたロシア市民による反戦活動の大きな

盛り上がりは、これからもすぐには望めないかもしれず、

ゆえに「プーチンの戦争」を早期に止めるためには、ウク

ライナがロシアを軍事的に打ち負かすか、ないしはロシア

政府の戦費を干上がらすしかないかもしれない一体いつま

で続くのでしょう 

この戦争が日本だとしたら・・・私たちは侵略するもの

に対して土地の一部を明け渡しなど妥協することなどでき

るでしょうか・・・それを考えたとき戦争の恐ろしさを思

い知ります。 

ロシア進行は領土の拡張に外なりませんが考えるとどん

な生き物にも必ず縄張り争いがあり、避けることは難しい

のかもしれません。 

測量の仕事をしていると土地の争いごとはおおいにして

あります。その多くは話し合いで決着がつくことがつきま

すが、感情的になり話し合いもままならない状況になる時

もあります。また話しもできない人もいます。まさに縮図

と感じられるのです。 

私の仕事は最後には法律により決着をつけることができ

るシステムになっていますが、国と国の場合決着をつける

ことが無理なこともあります。政治的な話をするつもりは

ありませんが、人類の知恵で戦争がなくなることを望みま

す。 

以上で私の卓話とさせていただきます。 
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青森県大雨災害（2830 地区/青森） 
義捐金 募金のご報告 

 

募金額 41,000 円 

 

ご協力ありがとうございました 

 

 

 

 

 
2022 年 9 月 14 日（水）藤岡カントリークラブ 
優 勝 山北 秀和君 

準優勝 伊東 由之君 

 

      
 

  

     

 


