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-

会長の時間

東 美栄 会長

『 歴史を支えるロータリアン 』
本日、2019 年 10 月 1 日。消費税が 10%に引き上げら
れました。同時に日本初の「軽減税率」が導入されま
した。日本で消費税が始まったのは 30 年前の 1989
年（平成元年）4 月 1 日。当時は 3%でのスタートでした。
今日はここに先日フランス留学から帰国した青少年交
換留学生の藤井直視さんがいます。10 代の藤井さん
にとって 30 年前はもはや「歴史」の 1 つでしょう。歴史

例会の記録

は日々の積み重ね。私たち一人ひとりの人生の積み
重ねです。英語で歴史はＨｉｓｔｏｒｙといいますが、その
語源は 「Ｈｉｓ Ｓｔｏｒｙ（彼の物語）」です。歴史を作っ
てきたのは「彼」「彼（たち）」。なにやら「男性だけ」の
ような印象ですが、昨今は歴史の表舞台に「女性も」
出てくるようになりました。先程、藤井さんと話していて
お誕生日は 12 月 1 日とのこと。
「それってローザ・パークスが逮捕された日ですね」と
言うと「フランスの高校で、歴史の時間に習いました。
自分の誕生日だ！と思いました」とのこと。ローザ・パ
ークスは「公民権運動の母」と呼ばれた女性です。
1955 年の 12 月 1 日、アラバマ州モンゴメリー。
仕事帰りのバスの中で「事件」は起こります。当時のア
メリカは人種差別が「合法」でした。公共バスは前方が
白人席、後方が黒人席。そして境界線は運転手が決
めることができました。その日、「黒人席」の最前列に
ローザを含め 4 人の黒人が座っていました。やがて白
人席がいっぱいになり、運転手は境界線を 1 列後方
にずらそうとローザたちに席を譲るよう命令します。3
人はすぐに立ち上がったのですがローザはそれを拒
否。警官が呼ばれ「人
種分離法違反」で逮捕
されてしまいます。ロー
ザの逮捕に抗議する
べくマーティン・ルーサ
ー・キング牧師らが立
ち上がり、黒人にバス・
ボイコットを呼びかけま
した。それは実に 381
日間にも及びバスを運
営するモンゴメリー市
の経済に大きなダメー
ジを与えました。最高
裁は「公共交通機関 黒人の誇り･人間の誇り／RosaParks
サイマル出版会
での人種差別は違憲」

との判決を下しました。この「勝利」をきっかけにキング
牧師らは全米各地で公民権運動を展開します。そし
て 1964 年。ついに公民権法が成立しました。過去に
何人もの黒人男性が同じような「事件」を起こしました
が、ローザのような流れを生むことはありませんでした。
ローザが「公民権運動の母」と呼ばれる由縁です。女
性が立ち上がると、それを援護すべく男性たちも立ち
上がります。そういえば、私が会長になった時、「全力
で東会長をサポートします！」と、男性会員の皆さん
が口をそろえておっしゃった。男性には本能的に女
性を応援したいというＤＮＡが組み込まれているのか
もしれません。
「恐れず最初の一歩を踏み出すこと。そうでなければ
変化は起こせません」ローザの言葉が心に響きます。
近年、歴史に残るであろう女性として 2014 年にノーベ
ル平和賞を受賞したマララ・ユスフザイさんがいます。
パキスタン出身の人権
運動家です。タリバン
の武装勢力によって彼
女の生まれ育ったスワ
ート地区が制圧され、
女子への教育が禁じら
れたことに抗議し英国
BBC に告発。その結果
タリバンの襲撃を受け
ますが一命をとりとめ治
療のために英国に。翌
年 16 歳の誕生日にニ
ューヨークの国連本部
「マララ／YousafzaiMalala」
岩崎書店

に招かれてスピーチを
行っています。

「本とペンを手に取り全世界の無学、貧困、テロに立
ち向かいましょう。1 人の子供、1 人の教師、1 冊の本、
1 本のペンが世界を変えられる。教育以外に解決策
はありません。教育こそ最優先です」マララさんは世
界に向けて語りました。
「基本的教育と識字率向上」はロータリーの 6 大重点
分野の 1 つです。ところで、マララさんに教育の大切さ
を教えたのは誰だったのでしょうか？それはマララさ
んの父、ジアウディン・ユスフザイさんです。彼はミン
ゴラ・スワート・ロータリークラブ所属のロータリアンな
のです。学校経営者であり、医療機器の寄贈、浄水
プラントの建設、地雷で手足を失った人々のための義
肢を提供する移動型クリニックの設立などを行ってい
ます。ロータリーの重点分野そのものです。マララさん
は「父が私を支えてくれた」と述べています。

「ロータリーは歴史を支えた」 そう思うのです。

本日のお客様紹介
< 佐々木康 副会長 >
青少年奉仕委員会
青少年交換小委員会委員長
青少年交換派遣留学生

中島洋志 様
藤井直視 様

幹事報告
< 菊田邦彦 幹事 >
・Ｒ財団個人寄付の報告（9 月 27 日送金）
東 美栄会員 ＄1,000江原伸夫会員 ＄1,000吉松孝吉会員 ＄1,000・11 月 14 日(木)「家族同伴日帰り旅行」の
出欠調べ
・受贈会報 飯能ＲＣ
所沢ＲＣ（HP 更新のお知らせ）
・回

覧 学友会ニュース第 2 号
第 41 回「ﾊﾞｷﾞｵ訪問交流の旅」案内
R 米山記念奨学会 2018 年度事業報告書

委員会報告
・親睦活動委員会
長寿のお祝い

< 渡邉髙治 委員長 >
祝 喜寿
○

沼﨑正徳会員

少し遅くなってし
まいまいたが、こ
れからもますます
お元気でご活躍く
ださい。
77 歳おめでとうご
ざいます！

10 月記念日のお祝い
会員誕生
高田君
菊田君
夫人夫君誕生
野口(留)君
宮岡君
結婚記念
若松君
清水(幸)君
菊田君

・社会奉仕委員会
< 浜野貴子 委員長 >
フリーマーケット献品のお礼とお願い
フリーマーケットの値付け作業を下記の通
り行いますので何卒ご協力下さい。
日時 10 月 15 日（火）13：00 より
場所 事務局にて

卓 話
青少年交換派遣留学生

藤井 直視

様

<留学先>

国 ：France
高校：Robart Garnier

『直視さん、おかえりなさい！』
2018 年 8 月から 2019 年 7 月までフランスに留学
していた藤井直視さんにお越し頂き、一年間の活
動を、パワーポイントを用いたスライドショーで
報告していただきました。

青少年交換小委員会委員長 中島洋志様
お世話になりました。藤井直視さんが
フランスより帰国し、本日卓話の機会
を頂き有難うございます。
東君
藤井直視さん、凱旋帰国おめでとうご
ざいます。フランス報告楽しみにして
います。
菊田君
結婚して半世紀、長くもあり短くもあ
り、又 74 歳になり健康で楽しくこれか
らも過ごしたいです。
稲見君
青少年派遣留学生 藤井直視様、今日は
ようこそ当クラブに！お話楽しみです。
小林君
交換派遣留学生 藤井さん、ようこそお
いで下さいました。
益子君
青少年交換留学生としてのお話し、楽
しみにしていました。藤井様本日はよ
ろしくお願いします。
宮岡君
女房の誕生祝有がとうございます。72
才、相変わらず大変元気で日々御指導
をいただいております。
野口君
誕生を祝っていただきありがとう御座
います。
沼﨑君
フランスに留学した藤井さん、ようこ
そいらっしゃいました。フランスでの
楽しかったこと、苦しかったこと、思
い出をお話しください。楽しみにして
います。
小幡君
東会長様、残り 3/4 期全員楽しませて
下さい。
佐々木君 青少年奉仕委員会 青少年交換小委員
会委員長 中島様、青少年交換留学生
藤井様、本日はようこそおいでくださ
いました。留学の話楽しみにしていま
す。
清水(幸)君結婚祝いありがとうございます。
高田君
誕生日のお祝いありがとうございます。
何かと世間からは冷たい目で見られて
いる団塊の世代 1 号は 73 才になりまし
た。

定例理事会（例会終了後）
・11 月、12 月のプログラムについて
・11 月 15 日ガバナー公式訪問について
（RLI 方式によるクラブ協議会）
・10 月 19 日フリーマーケットについて

◆ 次の例会 ◆
10 月 15 日（火） 例会取り止め（定款 8-1-C）
10 月 22 日（火） 例会臨時変更 19 日(土)フリーマーケットに例会振替

