
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 1521回 （本年度第 16回）例会 

令和 4年 2月 17日（木）ZOOM 併用 早朝例会 
 

点  鐘  宮崎 玲児 会 長 

司  会   下條恵理子 会場監督 

斉  唱 「四つのテスト」 
 

会員出席報告  

 
欠席者：今井会員、江口会員、菅野会員、河西会員、坂本耕会員、 

坂本暁会員、坂口会員、髙木会員、都倉会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お客様紹介   
☆ゲストスピーカー  
 アムネスティインターナショナル日本 
 中国チーム 北井 大輔 様  
☆エンクトル ビルグーン様（米山奨学生） 
 

 
米山奨学金贈呈 ビルグーン様 

                 
 
 卓 話  
アムネスティインターナショナル日本 
中国チーム 北井 大輔 様  

「スポーツウォッシングとは何か 」 
 
みなさん、おはようございます。アムネスティインタ

ーナショナル日本 中国チームの北井です。みなさん、

アムネスティは何かご存じですか。アムネスティは、人

権を守るために活動するボランティア団体です。プロ

が調査して、市民が世界中の人権よくする、市民が主体

となった団体がアムネスティです。 

 

２００か国ぐらいに会員がいます。およそ１０００万

人で、日本は１万人ほどです。 

団体の歴史を紐解く

と、１９６０年、英国の

弁護士ピーター・べネ

ソンが、新聞記事でポ

ルトガルの青年が不当

に拘束されたというこ

とを知った。そのこと

を新聞記事に「忘れられた囚人たち」という題で掲載し

た。これが反響を呼び、１９６１にアムネスティはイギ

リスで設立されました。 

人権の問題は各国の問題かと思われていましたが、市

民も何かできるのではということがアムネスティの課

題になっています。アムネスティの基本は、人権につい

て関心をもっており、政治的なイデオロギーである右派

差はということについては関知しておりません。 

アムネスティには、日本にも支部があります。 

1977 年にアムネスティは、ノーベル平和賞を受賞し

ました。翌年には国連人権賞を受賞しております。不当

に拘束されている人の釈放を実現させたからです。同時

にノーベル平和賞を受賞した人は日本の佐藤栄作です。

佐藤栄作は授賞式でアムネスティのショーンマクブラ

イドにかなり口説かれたようです。佐藤栄作は日記をこ

まめにつけていたことで有名ですが、氏の１９７５年当

時の日記にアムネスティのことが書かれております。後

に、佐藤栄作はアムネスティの会員になっております。

朝日新聞にも、佐藤栄作がアムネスティに入会したとい

う記事が掲載された。 

具体的に市民ができることは何かということですが、

代表的なものは手紙書きです。問題になっている国の為

政者や捕らえられている市民にむけてのものです。調査

した情報に基づいて、市民が手紙を書きます。例えば、

中国政府に拘束されている方の解放を手紙で訴えると

かです。効果は一定のものが認められております。効果

の程度は様々ですが、手紙を出した案件の７割程度で効

果がありました。外国政府も海外の市民の声を無視する

ことはできないのです。 

世界中をみると人権問題は多くあります。人権という

のは、平たく言えば、当たり前の暮らしを守るというこ 

とです。それをアムネスティは、目的としております。 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２４名 １２名 １２名 ５７.１４％ 

前々回(1 月 20 日) 欠席 9 名 Make up1 名 ７２.７３％ 
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 川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 
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『奉仕しよう みんなの人生を豊かにするに』 Serve to Change Lives 

ＲＩ会長 シェカール・メータ 第２５９０地区ガバナー 小倉 正 

井元雄一会員 ワンポイントエクササイズ   
肩と脚のストレッチエクササイズ 



死刑廃止論についても、考え方は同じです。人を人と

認める以上、人の命を奪う制度は認められないはずと

いう視点で活動しております。 

 

スポーツウォッシングについて 

なかなか聞きなれない言葉ですね。オリンピックに

関連して出てきた言葉です。 

スポーツ・ホワイトウォッシュ・ING を合わせた言

葉です。スポーツによって何かを隠ぺいするという造

語になります。オックスフォードの辞典に新語として

載るようになりました。ネットで検索するとヒットし

ます。人権弾圧をスポーツの祭典で胡麻化していると

いうこととして取り上げられております。 

過去の例でいうと、ベルリンオリンピック、ロシアの

サッカーワールドカップは、まさにそのスポーツウォ

ッシングの典型と言えます。 

今年はスポーツウォッシングの年といってもいいの

ではないでしょうか。北京でのオリンピック、カタール

でのワールドカップがありますから。カタールでは、従

来から移住労働者の搾取が指摘されております。 

中国で今オリンピックが開催されておりますが、一

方、中国で何が起こっているか知る必要があると思い

ます。言論表現の自由が侵害されており、人権派のジャ

ーナリスト、弁護士が拘束されております。ここ数年で、

香港はすっかり変わってしまいました。アムネスティ

の人権活動はできなくなってしまいました。香港の事

務所も閉鎖しております。国家安全維持法で人権活動

が大きく制約されております。海外と中国の捉え方に

は大きな違いがあります。海外は、この法律により一国

２制度が破壊されていると批判します。しかし、中国は

１国を前提に 2 制度を維持するという正当性を主張し

ます。中国の論理だと外国勢力との結託は認められな

いということです。 

スポーツウォッシングに影響されないためには、私

たちがスポーツウォッシングに飲み込まれないように

することが大切。中国での不当な逮捕について声を上

げることも大切です。国のコロナ対策を批判した市民

についてコロナ騒乱を挑発したとして女子刑務所に収

監したりしている。現在、家族との面会もビデオを介し

て少しだけ許されるていどだそうです。 

中国の少数民族で経済学の教授については、ウイグル

地区の暴力の反対や漢民族とウイグル民族との融合を

発信していたことについて当局が問題視し、終身刑と

しています。 

このような人権侵害を阻止するために、中国政府に

手紙を書くことをお願いしております。最近はオンラ

インでも手紙が書けるようになっております。中国で

拘束されている 5 人の方に対して手紙を出してもらっ

ています。本人への手紙は本人に届くかはわからない

のですが、当局は見ているはずです。解放される際、手

紙の山を見せられたという方がいました。 

日本での問題はどうでしょうか。実習生という名の

下、過酷な環境におかれている

労働者問題や、外国からの難民

の受け入れは少ないという問

題があります。難民の申請はほ

とんど認められないのが今の

日本です。 

いろいろな人権問題について

発信をしておりますので、アムネスティのウェブサイト

をどうぞご覧ください。 

 
ニコニコ報告    
◆川崎鷺沼 RC 小川 湧三様 

 いつもお世話になっております。 

◆宮崎玲児会長・内藤松雄副幹事 
アムネスティインターナショナル日本の北井様、本日
はようこそ中原 RC へ。卓話楽しみにしておりまし
た。宜しくお願い致します。 

◆徳安久是会員 
 アムネスティインターナショナル日本中国チーム北
井様、本日はありがとうございます。人権に関する知
識が薄いので楽しみです。  

◆SAA一同 
 立春は過ぎてもまだまだ朝は寒っぷいですネ。北井

様、本日の卓話楽しみにしておりました。   
◆親睦委員会一同 
 北井様、本日の卓話、宜しくお願い致します。 
 寒い中、ありがとうございます。 

◆「みんなニコニコ」 

 市川 功一会員・神林 久雄会員・遠藤久乃会員 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ニコニコボックス 本日 9,000 円 累計 255,500 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 60,000 円 



会長報告 宮崎 玲児 会長（3月 3日） 
 
１．理事会報告 
 
２．地区より、コロナ禍の対応について、２月末までの

地区方針を３月も原則として継続するとの 
ご連絡が届いております。詳細は、2月 17日付 
メール送信の文書にてご確認下さい。 

 
３．第 2グループ第 5回会長･幹事会のご案内が届いて

おります。（幹事クラブ：川崎北 RC） 
  日時：3 月 9 日(水) 15：00～ ZOOM にて  市

川ガバナー補佐と共に、出席して参ります。 
 
４．ＲＬＩのすべてのパートを終了された井元雄一 

会員に、バッチが届きましたのでお渡し致します。 
なお、2 月 23 日開催のＲＬＩ日本支部のオンライ
ン研修会に、当地区より 8 名が参加してデモセッ
ションが行われました。ディスカッションリーダ
ーは、樋口 明ガバナーノミニーが務められ、当ク
ラブの井元会員が参加されました。国内の参加者
総勢 222 名の前で発表され、緊張感がありました
が、とても好評であったとの報告がありました。 
下條会員も視聴で参加されています。 

 
幹事報告 内藤 松雄 副幹事（3月 3日）   
１．地区からの来信 

①会長エレクト研修セミナー（PETS）開催の案内。 

第 1 回 2022 年 3 月 18 日(金) 

13：30～17：30（講義形式） 

 第 2 回 2022 年 4 月 25 日(月) 

13：30～17：30（グループ討議形式） 

 場所：メモワールプラザソシア 21 

※神谷会長エレクト、ご出席をお願い致します。 
 

②2021 学年度 米山奨学生の世話クラブ宛てに、 

奨学生例会登録費送金のご案内と情報提供のお
願いの文書が届いております。  

送金額：36,000 円（3,000 円×12 ヶ月分） 

情報提供文書 提出締切：4 月末日 
 

③ロータリー青少年指導者養成プログラムの登録
を、3 月末まで延長とのお知らせが届いております。 

 開催期日：2022 年 5 月 14 日(土)～15 日(日)   

会場：高尾の森わくわくビレッジ  

受講資格：18 才～30 才の青年男女   

ロータリアンの見学参加も可能 

ご案内を再度ポスティングさせて頂きますので、
ご推薦の方などいらっしゃいましたらお知らせ下
さい。 

 

２．他クラブ例会臨時変更 
●川崎宮前 RC   

3 月 1 日(火) 例会取消 
3 月 8 日(火) お弁当持ち帰り例会 点鐘 12：00  

●川崎大師 RC  
3 月 2 日･23 日(水)     休会  

●新川崎 RC  
3 月 2 日･16 日･30 日(水)  休会  

●川崎鷺沼 RC  
3 月 2 日･30 日(水)    休会 
  

 
●川崎ﾏﾘｰﾝ RC 3 月 3 日(木) オンライン例会 

3 月 10 日･17 日(木)  ハイブリッド例会 
3 月 24 日･31 日(木) 休会 

 
●川崎とどろき RC  

3 月 7 日･21 日(月) 休会  
●川崎高津南 RC  

3 月 7 日(月)     休会  
●川崎中 RC  

3 月 8 日･22 日(火) 休会   
●川崎高津 RC  

3 月 17 日(木) 移動例会「早朝供養例会」大蓮寺  
●川崎北 RC  

3 月 23 日(水) 休会  
●横浜あざみ RC  

3 月 23 日(水) 休会  
●川崎 RC  

3 月 24 日(木) 休会  

 

３．本日例会終了後に、被選理事会を開催します。 

次年度理事・役員の皆様、ご出席をお願い致しま 

す。 

 

 

 

 
例会情報   

３月 ３日(木) 点鐘 12：30 
卓話：川崎市教育委員会 地域文化財課課長 

服部 隆博様 
 

３月１７日(木) 点鐘 7：15（早朝例会） 
クラブフォーラム（職業奉仕） 
   徳安 職業奉仕委員長 
 

４月 ７日(木) 点鐘 12：30 
卓話：(一社)選挙制度実務研究会 代表理事  
小島勇人様（市町村職員中央研究所客員教授） 

 
４月２１日(木) 点鐘 7：15（早朝例会） 

第 1回 被選クラブ協議会  


