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グストスピーチ

「日本で生活しながら感じたこと」
ロータリー米山記念奨学生 チャン・スンフン君

第2364回  例会報告/平成30年 1月 24日

◇ロータリーソング

「奉仕の理想」

◇会 長 挨 拶

皆さん、こんにちは。

2週間ぶりの例会です。

やはり例会は毎週の方が

いいかもしれません。私

もようやく慣れたのに、

1週間飛ぶとまたドキド

キします。

先週は、当クラブの安岡大典様がご逝去さ

れ、 1月 17日 に葬儀が執 り行われました。 1

月13日 の夜に、お風呂で亡 くなられたとのこ

とですが、その日、竹崎さんが大丸でお会い

したときはお元気だったそうです。

安岡さんは、昭和10年 3月 21日 生まれ、満

82歳でした。1975(昭和50)年 12月 3日 に当

クラブに入会 され、1978-79年 度の幹事、

1995-96年 度に会長を務められ、ロータリー

財団マルチプル・ポール・ハリスフェローの

功績を残されています。

お通夜、葬儀には親睦委員会の皆さんが受

付をしてくださいました。ご遺族から、お礼

をいただきましたが、親睦委員長 と相談の

上、ニコニコに入れることにいたしました。

それでは、安岡様のご冥福を祈るとともに

感謝の気持ちを込めて、黙祷を捧げたいと思

います。

(黙祷 )

本日は、年末で退会された内田さんがご挨
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次週 2月 7日 因 18:30得月模

本
ム

天候 晴

拶 にお見えです。 また、水曜会か らバザーの

お礼 にお見えです。

先 日の高知新聞に載っていましたが、年末

の忙 しいときに、ネットで何 力所もの居酒屋

に予約をして、断りの電話もなくキャンセル

をする。私は若い人かなと思ったのですが、

結構な会社 に勤めている人だということで

す。 ドタキャンよりも悪質だと思います。

1905年、米国シカゴで誕生 したロータリー

は、 5年経って16の クラブとな り、最初の

ロータリー大会は1910年 8月 にシカゴで開か

れた。その年の11月 、カナダに誕生。日本に

ロータリーができたのは1920(大正 9)年 10

月20日 。東京RCで登録番号は855番でした。

本日の卓話は、更生支援事業団の西田様か

ら「刑務所のはなし ～刑務所は迷惑施設か

～」と題してお話を伺います。

◇内田荘一郎会員退会挨拶

私は、20歳のときに青

年団活動に入 り、23歳で

高知青年会議所に入会、

40歳 で卒業。38歳 の と

き、高知商工会議所青年

部ができ入部 し45歳 で卒

業。卒業の前、43歳のとき尊敬する、今は亡

き福岡啓輔先輩に東RCへ入れと言われ、即

入会させていただきました。以来、現在まで

27年間。 トータルで50年間、こういう活動を

してまいりました。

今70歳になり、自分自身のけじめとして、
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50年だったらいいだろうという気持ちで、後

ろ髪を引かれる思いはありますが、退会させ

ていただきます。高知東RCには本当に素晴

らしい諸先輩がおられ、大変楽しくロータ

リー生活を送ってまいりました。親しい友人

もできましたし、メンバーとも交流ができ現

在に至っています。

本当に長い問ありがとうございました。高

知東RCの ご隆盛と皆さま方の今後ますます

のご健勝を祈念いたしまして、申しわけない

ですが退会の挨拶とさせていただきます。本

当に長い間ありがとうございました。

◇水曜会より

1月 14日 の水曜会のバ

ザーにご協力、本当にあ

りがとうございました。

寒 い 日ではあ りま した

が、朝早 くから寺村さん

のところの 3人の方に、

テン ト張 りや机の準備をしていただきまし

た。前川さんにはバザーの商品も運んでいた

だき、無事終えることができたことを本当に

感謝申し上げます。毎年のことながら、頭が

下がる思いです。

水曜会の大丸バザーは、平成 4年から26年

間続けてお り、バザーの収益は市役所前の花

壇の贈呈、災害時の義捐金に使われていま

す。毎年商品は減ってきていますが、本年の

バザーの収益は30万弱ありました。沖夫人の

手づ くりのがま口も大変好評で、材料費も取

らずに収益に入れていただいています。いろ

んな方のご協力、本当にありがとうございま

した。

本日は、本会へのお礼をお持ちしましたの

で、お納めいただきたいと思います。

◇委嘱状の伝達

多柳澤光秋会員

(2018-19年 度 危機管理委員会委員

長、会員増強維持・退会防止委員会カ

ウンセラー)

多久松啓一会員

(2018-19年度 長期戦略委員会委員)

を永野健生会員

(2018-19年度 財務委員会委員)

夕竹村克彦会員

(2018-19年度 国際奉仕委員会短期交

換委員会委員)

″窪田満里子会員

(2018-19年度 米山記念奨学委員会委

員)

◇会 長 報 告
。例会回数に関するアンケートをテーブルの

上に置いています。回収率が悪いため、今

回2回 目のアンケートです。皆さんのご意

見をよろしくお願いします。

◇幹 事 報 告
。今週の土曜日は IMです。よろしくお願い

します。
・本日例会終了後、50周 年の正副委員長会を

行います。

・来週は役員会を行います。

◇ゲス トスピーチ      元法務省矯正局長・一般社団法人更生支援事業団代表理事 西田  博氏

「刑務所のはなし
～刑務所は迷惑施設か～」

矯正局と言っても、皆さんあまりご存知な

いと思いますが、全国に300ぐ らいある刑務

所、少年院、少年鑑別所を所管しており、私

はそこの局長をしていました。

刑務所 というのは、当然のことながら、近

所にあると嫌な思いをする方が多くて迷惑施

設の典型のように言われてきました。私も現

職のとき、住民の移転運動や新設時の住民説

明会などによく行きました。そのとき、住民

の方がおっしやることは、まず、治安が悪く
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なる。刑務所が来ると土地の資産価値が下が

る。また、東京の昭島では多摩川の水が汚れ

ると言われました。

そこで私は、治安が悪くなると言った意見

に対して、警視庁が作っている犯罪防犯マッ

プを配りました。東京都内には府中刑務所と

八王子医療刑務所がありますが、この二つの

周りでは全く犯罪が発生していません。当然

です。周辺は24時 間、職員が警備のために

回っていますし、カメラで見ています。変な

ものが来ると、すぐに職員が行きますから犯

罪なんか起こるわけがないんです。逆に、中

野刑務所が地元住民の反対でなくなった後、

いろんな犯罪が発生して住民が困ったという

例もあります。刑務所は確かに見た日は悪い

ですが、治安は悪くはなりません。

二つめの資産価値が下がる。例えば高知刑

務所。お城の北側にあったものが40数年前に

布師田に移転しました。当時、周辺は全部田

んぼでした。今どうなっているか。団地がで

きています。名古屋や大阪の堺市などもそう

ですが、刑務所ができると1,000人 から2,000

人の人が増えるため、そこに行くための大き

な道路ができます。上下水道、ガス、電気も

整備され、家がたくさんできます。そうする

と、元々いた方は反対しませんが、後から来

た方がまた刑務所は出て行けと言い出します。

刑務所が迷惑施設だと言われるのは、実は

感情の問題で、簡単に言うと見たくない。塀

ができて受刑者が歩く。それを見たくないと

言うんです。いくら理屈で説明しても、感情

だけはどうしようもないので、その感情をで

きるだけ丸く収めるために、最近の刑務所や

東京拘置所は塀がありません。高層の建物

で、逃げようと飛び降りたら死ぬような天然

の塀にして、なるだけ町に合うようにしてい

ます。

メリットとして大きいのは、先般の阪神・

淡路、東日本、そして熊本での大地震のと

き、住民の方が刑務所に避難してきました。

熊本地震のときも、熊本刑務所が地元住民を

たくさん受け入れました。本所と言われる大

きな刑務所は全国に77あ り、熊本はそのうち

のベスト5に入るぐらい古い建物ですが、地

震が来ても壊れない。頑丈です。刑務所の中

には職員が鍛錬する道場や職員待機所などが

あります。そこにはシャワーもお風呂もトイ

レも整備され、さらには、受刑者のための非

常食が 1週間分保管されています。東日本大

震災のときにも、受刑者には乾パンばかり食

べさせて、住民の方には温かいご飯を食べて

もらいました。これは本当は物件管理法とい

う法律違反になるのですが、生きるか死ぬか

のときそんなこと言ってはおられません。

高知刑務所でも以前、国分川が氾濫したと

き、地元の方が刑務所に避難されたことも

あって、現在、南国市・高知市と協定を結ん

でいます。こんなふうに、何かあったとき

は、刑務所は結構役に立つということを覚え

ておいていただきたいと思います。

また、今は地域が寂れて中山間地域は限界

集落などという話が多くありますが、刑務所

は最後の地域活性化策だと言われています。

私が現職のころ、日本の刑務所は受刑者で溢

れていて、新しい刑務所を造らないといけな

いとなったとき、60も 70も の市町村や地域か

ら、うちへ来てくれという誘致の話がありま

した。一方で出て行けと言われて、一方では

来てくれと。その理由の一つは、膨大な予算

が地域に落ちます。受刑者1人に、大体年間

300万使います。ですから受刑者1,000人の刑

務所が来たら、年間30億円のお金が何かの形

で地元に使われますので、地域再生としては

大きな魅力があると思います。

もう一つは人口増の問題です。1,000人 の

刑務所だと職員が300人弱、若い人から年寄

りまできれいなピラミッドですし、家族も来

ます。さらに、受刑者は住民になりますの

で、地方交付税の交付金が増えますが、地元

の市町村は受刑者に対してのサービスは全く

しなくてもかまいません。全部、国が面倒を

見ますから、地元には交付金が丸々入ります。

治安というのはいろんな見方があって、治

安がいい悪いというのは、外国では刑務所が

どれだけ平穏かどうかが大事なファクターで

す。フィリピンやアメリカでは、刑務所で逃

走や暴動があったと報道されますが、日本で

は全くそういうことが起きません。これが前

提で、今日本の治安は語られています。ま

た、日本は外国から比べると受刑者の数も少

ないんです。刑務所がいかに、日本の治安の

ために見えないところで頑張っているか。決
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して嫌なことばかりではなく、刑務所もそん

な見方ができるということを今日はぜひ理解

していただきたいと思います。

私が代表理事をしている更生支援事業団

は、障害者の支援、刑務所から出所 した者、

少年院から出院した者の支援を目標 とする社

団法人です。その中の大事な仕事が再犯防止

です。皆さんのような事業をされている方が

理解をしていただいたら、受刑者が出てきて

から、100人のうち例え1人でもちゃんとした

就職ができるかもしれません。そのために

は、受刑者のことを言う前に、皆さんに刑務

所のことを分かっていただかないと説得力が

ありません。これからも機会があるたびに、

刑務所の話をしていきたいと考えています。

◇出席率報告

総 数 出席 欠席 挙

`多

HC出席率 出席率

1月 24日
-657

38 4 9 66.67% 92.16%

1月 10日
-557

44 0 9 75.86% 100%

登⊃=⊃と
警内田荘一郎 素晴らしい会員の皆さまに恵

まれ、尊敬する先輩や友人、親しいメンバー

ができて幸せでした。本当にお世話になりま

した。

警石川 健 先週の安岡さまの葬儀の受付を

親睦委員で行いまして、そのお礼をいただき

ました。委員長と相談の上、ニコニコ箱に入

れさせていただきます。お通夜・岡委員長、

山本会員、中西会員。葬儀・岡委員長、小比

賀会員、天野会員。総勢 6名の会員の皆さ

ん、お疲れ様でした。

鬱土居祐三 IMよ ろしくお願いします。親

睦委員の皆さま、ありがとうございました。

鬱柳澤光秋 1月 20日 は IMで大洲市へ、21

日は長期で観音寺市に行きました。27日 は I

Mで中村市へ、28日 はLYRAで神戸市に行き

ます。
鬱山村一正 内田さん、今まで私のような者

のアドバイザーでいてくれてありがとうござ

いました。
議福岡満喜子 水曜会のチャリテイバザーに

多くの会員の皆さまの応援をありがとうござ

いました。お年二年賀ハガキ、切手シート6

枚も当たりました。今年は春から縁起が良い

です 1

鰺水上 元 牧野植物園で2月 から開催しま

すラン展のチラシを配布させていただきまし

た。 2月 21日 の職場例会終了後には、ラン展

をご案内させていただきます。

鬱山本庸平 誕生日ありがとうございます。

30代残り2年頑張ります。

議大川内孝典 誕生日お祝いありがとうござ

います。58歳になりました。今年もよろしく

お願いします。
警永野健生 65歳になりました。誕生祝いあ

りがとうございます。
議猿田隆夫 誕生日お祝いありがとうござい

ます。
警西森良文 家内誕生祝いありがとうござい

ました。昨日、 2回 目の成人式をさせていた

だきました。
鬱鬼田知明 西田さん、本日は卓話でお世話

になりました。ありがとうございました。本

日は伺うことができず、申しわけありません

でした。長期欠席でプログラム委員の皆さま

にはご迷惑をかけ申しわけありません。長期

欠席のお詫び。誕生祝いのお礼ありがとうご

ざいました。
鰺サロンイース ト協力金として

◇遅刻・早退 2件
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■高知東 RC当面の日程

2月 7日 t7m 観梅夜間例会

定例理事会

2月 14日 的  ロータリー休日

2月 21日 1/K 職場例会

(高知県立牧野植物園)

卓話 :里見 和彦 氏

2月 23日 0 国際ロータリー創立記念日

及び世界理解と平和の日

2月 25日 (日)PETS・ DTTS
(新居浜RC・

リーガロイヤルホテル新居浜)

2月 28日 Q 役員会

3月 7日 因 定例理事会

情報集会

3月 13日 の～15日 ●18:30～ (城西館 )

3月 14日 因13:30～ (ザ クラウンパレス)

3月 21日 因 休会 (春分の日)

3月 28日

" 
花見夜間例会 (城西館)

役員会

■例会変更のお知 らせ

高知中央RC 2月 1日 囚 創立記念夜間例会

高知ロイヤルRC
2月 6日 ω 観梅夜間例会

香長RC     2月 6日 の  2/7観梅夜間例会に変更

高知西RC  2月 9日 0 ロータリー休 日

高知南RC  2月 15日閑 ロータリー休 日

高知中央RC 2月 15日肉 ロータリー休 日

高知南RC  2月 22日 l■l 夜間例会

高知西RC  2月 23日 ⑥ 夜間例会

高知RC   2月 27日 の 夜間例会

‐
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鰈 ニコニコ箱 蜀

ニ コ ニ コ チビニコ 合 計

先週まで 1,108,240円 13,544円 1,121,784円

1月 24日 77,700円 円，
“

，
“ 77,722円

今期の累計 1,185,940円 13,566円 1,199,506円

●会長/石川 健 ●幹事/土居祐三 ●雑誌会報委員/高橋卓弥 。宇津木達也 。西森良文

●例会日/毎週水曜日12:30PM～ 1:30PM ●例会場/ザ クラウンパレ漸 阪急高知  (088)8731111
●事務所/高知新聞放送会館 1階 〒780-8572高 知市本町3-2-15    直通 (088)824-8660

ホームページアドレス(PC・ 携帯共通)httpノ /www.kochi_east_rc.com

メールアドレス 事務局/hcrc@cotte.ocn.nejp 広報 IT委員会/infO@kochi― eas=rc.com
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