
           

 

本日の例会（第１４６５回）      ９／７（水） 

◆ゆったり例会を行います。 

次回の例会（第１４６６回）    ９／１４（水） 

《新世代のための月間卓話》 

◆スピーカー 新世代奉仕委員会 

                委員長  星川  直志君 

◆題    名 新世代月間について 

第１４６４回例会記録      ８／３１（水）曇 

◆司    会 尾関  正一君 

◆斉    唱 唱歌・ちいさい秋みつけた 

◆ゲスト紹介  英文情報誌アベニューズ  代表 

愛知淑徳大学等  非常勤講師 

                佐藤  久美様 

◆来訪者紹介  ガバナーエイド・元名古屋第二分区代理 

名古屋北RC 浦野  三男君 

出 席 報 告 

会 員 数  38名  前々回訂正  1462回例会

欠席会員数  11名  欠 席 会 員  6 名中

出席会員数  27名  MAKE UP  5 名

出 席 率  71.05％  出席率訂正  97.14％

会  長  挨  拶 

桃源郷 

会  長  半泊  與則 

桃源郷はどこにあるか。山

を越えてそのまた深い山の

向こうにある、という人もあ

れば、いやすぐ近くの錦三丁

目にある、しかし夜にならな

いと見つからない、という人もいます。 

 

 

桃源郷は武陵(湖南省にある地名)桃源ともいい、今から

1600年前、中国で活躍した詩人・陶淵明の「桃花源記」が出

処です。 

ある日、漁師が谷川に沿って奥へ奥へと船で遡ります。どこ

まで行ったかわからない上流で突然、岸の両側に桃の花が一面

に咲き乱れています。その美しさに魅了された漁師はさらに桃

の花の中を遡り、ついに水源にたどり着きます。そこは山にな

っており、山腹に人一人が通れるだけの穴があります。しかも

奥から光が見えます。穴を抜けると美しい平野が広がっていま

す。田畑には作物が見事に育ち、農家もみな立派です。人々は

外の世界と同じような服を着て笑顔を絶やしません。漁師が武

稜から来たことを告げると村人は驚き歓待してくれます。村人

が言うには、彼らは秦の時代に戦乱を避けてこの山奥の誰も来

ない地を探し当て、外界とのかかわりを一切避けて暮らしてい

るということです。驚いたことに彼らは秦が滅んで漢が出来た

ことも知りません。数日間の歓待を受け漁師は帰ることになり

ました。村人はここのことは誰にも話さないでくれといって漁

師を見送りました。漁師は目印をつけながら家へ戻り、村人を

裏切って役人に事の次第を告げます。役人は目印を頼りに捜索

隊を出しましたが、桃の林は勿論のこと水源を見つけることは

出来ませんでした。その後も多くの文人学者が試みましたが誰

もたどり着くことは出来ませんでした。 

お分かりのように、桃源郷はどんなに探しても外の世界には

ありません。私たちの心の中にあります。 

5月に九州長崎の五島に帰りました。町から遠い海岸沿いの

田舎です。美空は青く、山々は黄色から深い緑まで幾つもの色

の若葉に覆われてにこにこと笑いかけます。海は凪いで水はど

こまでも澄んでいます。鶯が谷を渡り、ヒヨドリがさえずり、

空高く鳶が同じところに輪を描いています。人間はというと、

桜の大木の下でドラム缶を使って日がな一日筍を湯がいてい

ます。子供たちも遊び半分で手伝います。桃源郷が目の前にあ

りました。この田舎で暮らす叔父にとっては日常でした。陶淵
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明自身も草生し木々が生い茂る家で野良仕事に励み、書を読み、

酒を酌み交わす日常を好としました。 

日曜農園で汗を流す。楽しい仲間とゴルフをする。家族で笑

いながら食事する。孫という新しい生命が誕生して賑やかにな

る。これが桃源郷だと思います。勿論、確信は出来ませんが、

夜の錦にも桃源郷はあるかもしれません。日常に何かしらの桃

源郷を見つけて人生を楽しみましょう。今日は優等生の話にな

りました。ご勘弁ください。 

幹  事  報  告  

1.元会員の梶川重久様（１９８６～１９８７年度会長）が去る

８月２５日ご逝去され、８月２７日に告別式が営まれました。

心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

2.当クラブの３０周年記念誌が出来上がりましたので、お持ち

帰り下さい。 

3.メナード美術館より展覧会の招待券・割引券が届きましたの

で、お持ち帰り下さい。 

卓  話 

多文化共生社会を目指して 

英文情報誌アベニューズ 

代表 

愛知淑徳大学等 

非常勤講師 

佐 藤  久 美  様 

日本は海外移民受入によ

る人口増効果は他国と比べ非常に小さいが、外国人登録者数の

推移を見ると、1991年末の122万人から2010年末の213

万人へと18年間で8割増加している。1980年代後半以降、

中国人、ブラジル人、フィリピン人、ペルー人が大きく増加し、

多国籍化が進んでいる。ニューカマーと呼ばれるブラジル、ペ

ルーなどの日系南米人は、1990年の入管法改正により「定住

者」資格が付与され、自動車産業の下請企業等に雇用され急増

した。愛知県には約21万 5千人、人口の2.90パーセントを

外国人が占めており、三人に一人が日系ブラジル人である。総

務省は、2006年に「多文化共生」を重点施策として謳ってお

り、愛知県も多文化共生に関しては先進的な取り組みを行って

いる。 

スピーカーである佐藤は、緊急時における外国人への情報提

供の方策について、研究を行っている。1995年 1月に起きた

阪神大震災では、多くの市民ボランティアが被災者支援を行い、

同年はボランティア元年とも呼ばれたが、情報弱者となった外

国人に対してもボランティアが多言語による電話相談や情報

提供を行い、これをきっかけに多くの多文化共生団体が生まれ

た。これらの団体は2004年 10月に起きた新潟県中越地震で

は、震災発生直後から外国人支援に取り組んだ。 

佐藤は、3月に発生した東日本大震災で外国人が置かれた状

況について聞き取り調査を行った。地震災害援助法適用市町村

における 2011 年 3 月末日現在の外国人登録者数は約 11 万

2千人（フィリピン 13,823人、ブラジル 13,120人、ペル

ー 4,502 人、ベトナム 1,697 人）である。原発事故の併発

により、被災地以外の外国籍住民や海外に対しても、災害情報

提供が必要となった。 

日本語の情報がよく理解できなかった外国籍住民は、本国の

メディアに情報源を頼ったが、日本政府や電力会社の情報との

ギャップや情報量の限界があり、不安になって帰国した人々も

多かった。各国政府も自国民に対して被災地からの避難勧告を

出し、自国民救助のために動いたため、帰国を選んだ人々が多

かった。 

被災者支援の動きは海外でも活発であり、地震発生以来、

150を超える国や国際機関などから支援の申し入れがあった。

また、世界各地で被災者支援のチャリティイベントが開かれて

いる。国際社会の連帯と協力を仰ぐためには、日本から世界に

対して、情報開示と情報発信が不可欠であると考える。 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

梶川  久雄君 

叔父 梶川重久の葬儀に際し、多くの皆様にご会葬賜わり誠に

ありがとうございました。心より御礼申しあげます。 

堀  美喜雄君 

長いことお休みいただきました。 

石黒    勉君 

スピーカーの佐藤久美さん、よろしくお願いします。 

遠藤  友彦君 

今夕、ご無礼します。 

柴山  利彌君 

30周年記念誌が出来ました。 

梅村美知容さん 

無事8月が終わりました。ありがとうございます。 

【石黒君、卓話当番ご苦労さまです。】 

半泊  與則君 尾関  正一君 西脇  多吉君 足立陽一郎君 

服部    保君 古川  康司君 横井    登君 松岡  三明君 

山田  浩二君 星川  直志君 西脇  良一君 梅田    渉君 

小關  敏光君 近藤    朗君 藤原  研一君 加藤あつこさん 

渡邉  泰彬君

 

杉浦  定文君 

 

阿部  美男君 

 

 

 

 


