
先日開催された「2022－23年度の地区大会」 においては
RI会長代理の三木明様から、私たち会長幹事の役割を改
めてご教授いただき身が引き締まる思いでした。
併せてRIの指針である ①DEI　②みんなを温かく迎え入
れる　③女児のエンパワーメント　④参加者拡大
の4つを確認し、その徹底を決意いたしました。
（今後の日程）
3月6日●次期会長エレクト研修セミナー
3月7日●地区奉仕活動「アニマルセラピー」を赤坂「なんで～も」中高生プ
ラザにて
3月14日●11時から理事会、12時30分から例会セントグレースにて
3月22日●ロータリークラブ4密ゴルフ・ 木更津ゴルフクラブにて
3月27日●香港西北RCを迎えて観桜会の前夜祭・品川「船清」
3月28日●観桜会・ 雅叙園にて
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会長挨拶●川崎会長

皆様、こんにちは。ロシアがウクライナへの武力行使を始
めて1年が過ぎました。事態は一向に良くなる兆しが見え
ません。私たちは今、どうしたらよいのでしょうか？
どうしたら世界が平和に、子どもたちが安心できる世界に
なれるのでしょうか？
本日は細川元首相にお越し頂き、沢山の方 よ々り集まりま
した善意のウクライナへの支援金を贈呈させて頂きます。ウクライナの方々
にとって最善の形で使っていただけたらと思います。
地球は私たち人間だけのものではありません。動物も植物も同じ地球上で
生きています。私たち人類は自然からもっと学ぶべきだと思います。こんな
に、人間が争いを続けていると、地球は怒り、地震や災害や病気を人間にも
たらすでしょう。自然は、互いに助け合い共存していくことの重要性を教え
てくれます。ウクライナの方々を思うと胸が締め付けられます。強いもの、弱
いもの、いろいろ異なる社会の中で、皆、相互に共存しあって生きています。
お互いに関わり合い、影響し合う運命共同体です。世界の平和のために今
何が出来るかと問えば、まずは自分の心を平安にし、助け合って生きていく
精神、分かち合いの精神を持ち続けることではないかと思います。
本日はスマチノーゴオーナー、TAKANE様よりウクライナの人々の現状をお
聞きし、ウクライナの人々の現状をしり、他人事ではなく自分に置き換えて
考えていきたいと思います。今日は私たちにとって、とても大切な学びの場
です。今後の世界の平和を築いていく為に。
今後の生きる指針となりますよう。皆様、どうぞ、よろしくお願い致します。
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ウクライナ支援金 最終累計：394,000円

東京世田谷南RC 会長小竹 誠様●ウクライナの戦争が早く終結し、平和が訪れることを祈っております。　

東京世田谷南RC 副会長 渡辺 秀禧様●ウクライナに一刻も早く平安な日々が実現することを祈願致します。　

東京渋谷ロータリークラブ パスト会長 佐藤元彦様●ウクライナの人々を是非応援したいと思います。　

横浜国立大学 青山浩之様●ウクライナの子供達の未来のために。　岡本美香様●世界の平和を祈念して　

一般社団法人書道能力開発協会 理事長 中山佳子様●平和を取り戻すため、頑張りましょう。　

日野原眞紀様●戦争のない世界に願いを…静岡の友人より、政府から、やっと　ウクライナに多量のホカロンが届けられたことをきき、とても嬉

しく思っています（個人的には出来ませんので）　株式会社リベント 三上力央様●この度は川崎様のご紹介で初めて参加させて頂きます。どうぞ

宜しくお願い致します。　保田和江様●早く戦争が終わる事を祈ります。　川崎雅代会長●ウクライナの皆様、一日も早い平和が訪れますよう心

から祈ります。　木下恵幹事●細川様、TAKANE様、ゲストの皆様、これからもウクライナ支援共によろしくお願いします。　片木副会長●一日も

早い収束を願います。　伊谷江美子会員●ウクライナの動物達が早く元の生活に戻れますように♡戦争が早く収束しますように!!　

石川肇久会員●一日も早く戦争が終わりますように!!　　池田昭宏会員●ウクライナの平和を願います。　萩伸雄会員●子供達の未来のために。

終戦を祈ります。　柴内晶子会員●戦争はだめです。　竹原聖二会員●早く終結を。　池津学会員●一日も早い平和の到来を希求致します。　

大塚文明会員●本当に必要な方に届きます様に。　渡辺香会員●一日も早く戦争が終わり、平和になりますように！

ニコニコBOX 松島会員 報告合計：40,000円 累計：640,000円出席：16名

3月15日
3月18日

4月5日

4月12日

4月19日
4月19日

　3月27日
※3月28日
　4月4日
　4月25日
※5月16日

　5月18日
※全会員出席をなるべくお願いしたい例会となります。　

例会プログラム予定　（SG:セントグレイス  AH:アークヒルズ） 地区役員・各種行事スケジュール

●観桜会前夜祭（香港RC歓迎会）
●観桜会（雅叙園・和食）12時30分～
●理事会（セントグレース）11時～12時 例会12時30分～
●例会（アークヒルズ）12時30分～
●理事会（セントグレース）11時～12時
　例会12時30分～
　（5月は第一例会が移動となっておりますのでご注意下さい）
●自由が丘合同例会（長岡ビル）18時～

●世田谷RC60周年記念式典（キャピトル東急ホテル）
●親子のためのふれあいコンサート2023
　（パーシモンホール）
●第40回2750地区親善ゴルフ大会
　（横浜カントリークラブ）
●2022-23年度RLI卒後コース研修
　（国立オリンピック記念青少年総合センター）
●地区研修・協議会　オンライン
●第4回グループ協議会（レギオン東京）
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岡本美香様●この度はありがとうございます。宜しくお願い致します。
s

日野原眞紀様●この度もお声をかけて頂きありがとうございます。

保田和江様●本日は久しぶりに伊谷様よりおさそいがあり参加させて

いただきました。とてもうれしいです！

川崎雅代会長●今日は小春日和、春へ一歩一歩近づいていますね

今日は細川元首相ウクライナを支援する人々が集まりうれしいです。

どうぞよろしくお願い致します。

木下恵幹事●本日は細川様、TAKANE様、ゲストの皆様ようこそお越し

下さいました。

TAKANE様、本日のお話、しっかり拝聴させていただきます!!

片木瑠璃子副会長●桜のたよりがはじめて聞かれました。

今日も楽しいひとときを楽しみにしています。

伊谷江美子会員●本日は細川さまをおまねきしてのウクライナへの寄付

の授与式が出来る事はとてもうれしく思います。ウクライナの状況が早

く元にもどれますように!!　平和裏に例会が出来ますこと感謝です。

石川肇久会員●今日は春みたいな気候です。たくさんのゲストをお迎え

しての楽しい会となりました。ありがとうございます。

池田昭宏会員●ウクライナの平和を願います。

萩伸雄会員●春の陽気に満たされ明るい気持ちです。

今日はウクライナの現状について学び自分に何ができるか考えます。

細川様、TAKANE様貴重な時間をありがとうございます。

柴内晶子会員●私たちは本当にラッキーで恵まれていると思います。

感謝をこめて、細川様の御来会にも心から感謝致します。

竹原聖二会員●明日から3月です。花粉がヒドイです

八木知美会員●春、花粉、そして幸せがやって来ました。

重いカラダが軽くなる。飛べそうです。

松島綾子会員●今日はたくさんのゲストの皆様、楽しく明るいエレガン

トな青山RCへようこそいらっしゃいました。深く感謝申し上げます～♡

池津学会員●ご出席の皆様のご多幸と益々の発展を祈念致します。

白井典子会員●待ちわびていた　春が　もう　そこまで　来ました♡

大塚文明会員●空も青く、ぽかぽか、あたたかく…　この後が続かない。

本日も皆様のお顔を拝見でき嬉しいです

七海幸子会員●本日はとっても気持ちの良い快晴日で、皆様にお会い出

来て幸いです。先日は地区大会、お世話になりました。仲間の団結を強く

感じました。私も皆様方について参りますので、どうぞよろしくお願い致

します。

渡辺香会員●本日は細川元首相にお目に掛かれまして、大変光栄です!!

嬉しいです♡♡♡今後とも　どうぞ　よろしくお願いいたします!!

又、ぜひ　いらしてくださいませ♡♡♡

長澤宏美会員●本日はまた素晴らしいゲストの方々をお迎えしての例会

で格別楽しみに参りました。どうぞよろしくお願い申し上げます。

他支援金：607,000円 合計：1,001000円

●トルコ地震支援金として、岡本美香様よりご寄付を承りました。ありがとうございました。
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　私は本当に人前でご挨拶をするの

が苦手でして、およそ政治家向きで

は無いのですが、選挙の時も逃げ回

っており、家内が大体いつもやって

くれておりました。引退してからも

熊本に帰った時は「今日は細川佳代

子夫人の代理で細川元総理がいら

っしゃっているのでせっかくですので一言お願いします。」と言われ

た次第です。

先程も「結婚式の時の様な拍手がございますと、本当に言葉が出な

くなりますので、これだけはご勘弁下さい。」と伊谷さんにお伝えし

たのですが、強いお誘いを受け本日は参りました。

　この度はウクライナの方に上代を頂きありがとうございました。

間違いなくお取次をさせて頂きます。

　去年の２月にロシアがウクライナに侵攻してから「こんな不条理な

事がまかり通って許されるものか」と思い、私も微力ながらなんと

かお手伝いをしたいと思いまして、どうするかと考えたのですが。

私もささやかながら芸術に携わって参りましたので、絵画を描いた

り焼き物、水墨画、漆をしたりしているので、そういう物を少しでも

美術展に出したりして、その収益をウクライナの方にお送り出来た

らと思いました。昨年、ポーラ美術館や東京美術館に出したりしまし

たので、その売上金をウクライナの方に支援したいと思います。

　また、全国の人の集まるお寺さんに募金箱を置いて支援頂き、思

った以上にご寄付を頂きました。少しでもそれが続いて行ってくれ

たら良いなと思います。

　トルコでも大きな地震が起こり、そちらも手も回らない状況ですし

ウクライナもいつ終わるか分から

ない状況ですが、私の前にいらっ

しゃるウクライナ料理を中心にさ

れているレストランで何人もウク

ライナの方がお手伝いしてらっしゃ

るTAKANE様に、日本に避難して

いる方々の様子などを伺えれば参

考になると思います。

元総理大臣　細川護熙様ウクライナ支援について

 TAKANEと申します。まずレスト

ランを立ち上げた経緯をお話しさ

せて頂きます。

ウクライナ侵略が始まり、当初は私

も募金する程度でした。しかし戦争

が長期化し、政府が珍しく避難民を

受け入れ、これは非常に異例な事だ

と思いました。私にできることは何かを考えたのですが、あれだけ

国が破壊されていては募金しても手の打ち様がないでしょうが、リ

アルに日本に避難して来る避難民に対しては何か出来るのではな

いかと思いました。

「住宅の提供」「お金の提供」「物資の提供」「仕事の提供」の4つの側

面から、まず住宅を用意する事を考えました。住宅は政府が無償で

提供しており、お金もある程度出しています。日本財団や笹川財団

も極端に少なくは無い程度には出していました。

物資はどこの誰が何をどれだけ必要か、正確には分かりません。で

すが仕事を提供し避難民に接触する事が出来れば、実際に何に困

っているのかがわかります。必要な物資を提供でき、経済的にも支

援になります。さらにメンタルのフォローも出来るという風に考え

た結果、私は「仕事を提供」したいと思いました。

ただ、日本語も話せない人がほとんどです。どの様なスキルがある

かも分かりません。私の会社で雇う事も考えましたが、さすがに日

本語が話せなく、事務のスキルが無いと無理です。そこで避難民を

雇用するためだけに新たな事業を立ち上げようと思いました。

殆どが女性なので日本語が出来なくてもレストランの配膳であれ

ば出来るのではないか。どうしても人と接触しない梱包や荷物の仕

分けなどの仕事に就く場合が多いのが現実です。孤独な作業にな

ります。気持ちが落ち込んでいるところに人との触れ合いがないと

精神的にも物質的にも支援の拡大にも繋がりません。日本人の方

の中にも何かをしてあげたいと思ってらっしゃる方は多いと思いま

す。その何かをしてあげたいと思う日本人の前に彼女たちを立た

せて上げる事に意味があると思いました。避難民を支持しようと思

っている方々なら助けて下さる方も多いし、本人達も人とコミュニ

ケーション取る事ができますから。ウクライナ料理に関連したレスト

ランであれば、祖国の文化と繋がり、安心感や誇りも持てます。彼女

たちも最初面接した時は表情も暗く不安でしたが、ここで働くこと

で表情も明るくなりました。このレストランに来て良かったことは何

か？と聞きましたところ、経済的な事やお客様からの言葉・対応な

ど交流、またお客様が受け入れてくださり居心地が良くなってきた

事でした。もう一つは仲間が居るという事。今は7名シフトですが、

環境をシェアできて、同じ境遇の仲間がいて、ニュースを見て家族は

大丈夫かと思ったり、キエフはどんな状況なのかと情報交換をした

りして、憂鬱な気持ちを分かち合あえています。子どもと避難して

るいる人もいますので日本語の勉強をしたり、ウクライナとのオン

ラインの勉強で学力を落とさないようにしたりしながら、戦争がい

つ終わるか、いつまで続くかもわからない試練と戦っています。

雇用をしてあげたいと思う企業があってもハードルが高いのが現状

です。どんなにウクライナで高度な専門職に就いていた人でも日本

語が出来なく資格も違いますので、結局良い環境の雇用はありませ

ん。避難民ビザの問題もあり、戦力としては厳しいですが、支援的な

意識で雇用し、スキルや言葉を次のステップに上げる事は出来ると

思います。どうぞ宜しくお願いします。ありがとうございました。

スマチノーゴ オーナー TAKANE様卓話「ウクライナ料理を取り入れたレストランを開業して」


