第 1647 回例会 No.27

DISTRICT 2740 SASEBO NORTH ROTARY CLUB

例会日：2022.02.21

Weekly Report
「新しい時代へクラブの推進力を培おう」
佐世保北ロータリークラブ

2021～2022 年度

ＲＩ会長 / シェカール・メータ

ガバナー/塚﨑

会長/渡会祐二

幹事/公門新治

例会場/佐世保市上京町 3 番 2 号

セントラルホテル佐世保（毎週月曜日）

創立/1984.4.16

認証/1984.5.14

事務局/佐世保市京坪町 2 番 3 号

Ｎビル 3 階

E－mail office@sasebonorth.org
【今

回】会員数

42 名

出席

26 名

欠

席 8名

【前々回】会員数

42 名

出席

17 名

メークアップ 0 名

TEL 0956-22-7144

ビジター 0 名

出席規定免除会員（8）出席 4 名

1998 年のインド，パキスタンの核実験を契機に生
まれた高校生平和大使は、核兵器の廃絶と平和な世界
の実現をめざす活動として 25 年目を迎え、高校生１
万人署名活動が始まって今年で 21 年目を迎える。こ
れまでに高校生平和大使として活動した高校生は全
国で約 300 人、高校生１万人署名活動に参加した高校
生は約 5，000 人になる。高校生 1 万人署名活動で集
めた署名は累計 2,001,235 筆になる。
高校生の平和運
動のきっかけを作ったながさき平和大集会は、当時、
参加者が年々高齢化し、
若者の姿が見えなくなってき
た危機的な状況にあった。その状況を何とかしなけれ
ばという中から「高校生平和大使」
「高校生１万人署
名活動」が生まれた。今では、全国 19 都道府県（北
海道、岩手、福島、東京、神奈川、静岡、新潟、奈良、
大阪、兵庫、広島、福岡、熊本、佐賀、大分、沖縄、
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《ゲスト卓話》
『高校生平和大使の 25 年の歩み』
高校生平和大使派遣委員会 責任者 平野伸人 様
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愛知、宮﨑、長崎）から高校生平和大使が出ている。
高校生平和大使が派遣されるようになって 25 年目だ
が、国連欧州本部にある軍縮会議は、日本を含む 65
カ国が加盟している。高校生平和大使は 2001 年から
ジュネーブにある国連欧州本部を訪問するようにな
った。国連の受け止め方も次第に変わって来た。平和
大使たちが訪れると、議長から「ナガサキ ピース
メッセンジャー」と紹介されるようになり、届ける署
名も大切にされ、唯一の国連公認の署名といわれるま
でになった。
平和大使の英語でのスピーチも次第に説
得力を増すようになってきた。高校生のスローガンは
「ビリョクだけどムリョクではない」というものだ。
NY テロ事件の時に生まれた言葉だ。25 年にわたって
活動は継続され全国化している。ノーベル平和賞にノ
ミネートされるまでに評価が高まっている。しかし、
平和をめぐる情況は厳しいものがある。高校生の活動
がこうした状況を打破する一助になれるよう努力し
ていきたい。

本日の例会

委員会卓話

次回例会

佐世保高専電子制御工学科

、

地区戦略計画委員会
准教授

駒井英基委員長
入江英也 氏

《会長挨拶》
渡会祐二

例会にご参加いただいた高校生平和大使

右）第 23 代高校生平和大使
左）第 23 代高校生平和大使

大隈ゆうか様
大澤新之介様

会長

本日もオンラインでの例会となりますが、例会を開
催し皆さんのお顔を見ることができ大変嬉しく思い
ます。どうぞよろしくお願い致します。
まずは、本日お忙しい中卓話を受けてくださいまし
た、高校生平和大使派遣委員会責任者・平野伸人（ひ
らの のぶと）様、第 23 代高校生平和大使・大隈ゆ
うか（おおくま ゆうか）様・大澤新之介（おおさわ
しんのすけ）様のご来訪を心より歓迎いたします。本
日は長崎市よりオンラインでご参加いただいており
ます。マスコミ等でよくご活躍をお聞きしているとこ
ろですが、生のお話が聞けることを会員一同楽しみに
しております。オンラインのためご準備も難しいとこ
ろがあったかとは思いますが、どうぞよろしくお願い
致します。
さて、昨日は当クラブのゴルフ同好会の「北斗会」
が開催されました。私も参加致しましたが、雪がちら
つく中、ゴルフ場の気温は零度、体感温度はマイナス
という中で行われました。厳しいコンディションの中
参加された皆様お疲れ様でした。優勝された青井会員
にはおめでとうございます。
また、昨日は、県知事選挙が実施され、その結果、
長崎県に全国で最も若い知事が誕生しました。
ここで皆さんに問題です。学校で学習したことを思
い出してください。日本の憲法には３つの大事な原則
があります。その中で、選挙にかかわる原則は何でし
ょうか。
正解は、「国民主権」です。ご存じのとおり、国民
が政治のありようを決めることをいい、選挙はその権
利行使の最も重要な場面となります。現在、選挙権は
１８歳以上の方にあります。
では、残り 2 つの原則は何でしょうか。
「基本的人権の尊重」と「平和主義」です。「基本
的人権の尊重」は人間が生まれながらに持っている、
人間らしく生きる権利をいいます。
「平和主義」は、
我が国が過去に戦争を行い、多くの尊い命を失ったこ
とから、悲惨な戦争を二度と繰り返さないという強い
決意のもとに掲げられているものです。

まさに憲法の掲げる「平和主義」の理念に則った活
動をされているということになります。改めて、貴重
なお話をいただくことを感謝いたします。
本日は、当クラブにとって、憲法の原則の一つである
「平和主義」
をしっかりと考える時間になると思いま
す。
《幹事報告》
公門新治

幹事

ビデオメッセージ
https://youtu.be/Jojnh1c5p6Q
2 月 28 日まで特別登録料設定：495 ドル
参加者名簿提出のお願い
④2021 学年度 米山記念奨学生修了式スケジュ
ール変更のお知らせ
・佐世保・厦門青少年交流協会
会報誌「夢のとびら」送付のご案内
３．伝達事項
①2/27(日)地区チーム研修セミナーがオンライ
ン Zoom にて開催されます。緒方ガバナーノミ
ニー、村瀨次々年度地区幹事よろしくお願い致
します。
②ロータリー手帳の注文は 2/24 までとなります
ので、ご希望の方は事務局までお願い致します。
③次回例会は 2/28（月）地区戦略計画委員会 駒井
英基委員長です。

《ニコニコボックス》

1. 例会変更

公門新治 幹事
・松浦 RC
2 月 16 日（水）、3 月 2 日(水)
臨時休会（クラブ定款第 8 条第 1 節（C）により）
・佐世保 RC
3 月 2 日（火）
休会（定款第 7 条第 1 節（d）（3）
）
２．来 信
・公財）ロータリー米山記念奨学会
①米山記念奨学生「カウンセラー所見」および「奨
学金受領確認書」提出のお願い
提出期限：2022 年 3 月末
②ハイライトよねやま Vol.263
・ガバナー事務所
①第 2 回 全国地区 RA 委員長及び地区 RA 代表合
同会議について
（1）開催事前予告
（2）開催日程のお伺い
（3）メーリングリスト作成に伴うデータ提供
のお願い
②第 1 回全国ＲＡ委員長及びＲＡ地区代表会議
報告書
③ヒューストン国際大会コーディネーターより
ロータリー国際大会参加のご案内
(直接対面式開催)
IT 会報委員会

委員長 / 渥美大介

渡会祐二 会長 緒方信行 副会長 公門新治 幹事
本日はお客様が三名お見えになりました。高校生平和
大使派遣委員会責任者平野伸人様、第 23 代高校生平
和大使 N 高 3 年大隈ゆうか様、第 23 代高校生平和大
使鎮西学院高等学校 3 年大澤新之介様、ご来訪ありが
とうございます。さて、2 月 17 日（木）はコロナ禍
ではありましたが、対面式の理事会を開催しました。
オンラインもいいですが、顔と顔を合わせての議論は
内容の濃いものとなりました。ご参加の理事役員の皆
さん、ありがとうございました。本日もゲスト卓話と
なっております。福田会員との繋がりがあるというこ
とで卓話のお願いを申し上げました。高校生平和大使
派遣委員会責任者平野伸人様です。ZOOM でご不便を
おかけしますが、本日はどうぞ宜しくお願いします。
福田俊郎君
高校生平和大使派遣委員会責任者平野伸人様、第 23
代高校生平和大使 N 高 3 年大隈ゆうか様、第 23 代高
校生平和大使鎮西学院高等学校 3 年大澤新之介様、卓
話楽しみにしております。大変素晴らしい活動をされ
ているとのことで、外間県議よりご紹介受けました。
世界平和のお役に立てて頂ければ幸いです。

委員 / 松田亜由美

本日の合計
戸畑教幸

8,000 円

内海一洋

（記事担当

累計 808,000 円
内海一洋）

