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本日の主要
プログラム

クラブフォーラム（ロータリー賞贈呈式）　
NPO法人 かごしまホームレス生活者支えあう会
　　　　理事長　堀之内　洋一 様

① 四つのテスト唱和　　② ロータリーソング（それでこそロータリー）
③ 会長あいさつ　　④ 会務報告　　⑤ 出席報告　　⑥ ニコニコBOX披露

ＮＰＯ法人かごしまホームレス生活者支えあう会について

３月は水と衛生月間
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はじめに
　昨年１０月１２日の台風１９号の際、東京都台東区の自主避難所で救助を求めた路上生活者が区
の職員によって受け入れを拒否されるという事件が発生しました。それは「台東区として、ホー
ムレスの避難所利用は断るという決定がなされている」それは現場の職員の判断ではなく、台東
区災害対策本部としての決定であった。行政による社会的排除であり、究極の差別でした。災害
救助法では、「現在地救助の原則」が定められている。台東区の対応は法律に違反していると言え
ます。事件発生から３日という短い時間で台東区が謝罪に追い込まれました。ホームレス支援団
体のみならず多くの人たちが、「いのちの選別を許さない」という意思を表明したことが大きく影
響した結果でした。
　今回の世界同時株安で、９日間で全世界の時価総額の約
１,０００兆円弱が飛んだ（３/１１現在）と言われています。
ちなみに、それは中国のＧＤＰの２/３に当たるそうです。
これは虚の財産（デリバティブ等）の投機取引＝マネーゲー
ムの破綻のはじまりで、その規模はリーマンショックの１０
倍とも言われています。
　新型コロナウイルスの世界パンデミックがきっかけとは
いえ、もう金融バブルがはじけるのは目前だと言われてき
ました（ドイツ銀行危機等）。
　そして身近な処でも、次第に新型コロナウイルス感染対策での社会活動自粛等々の影響による雇
い止め、新卒採用の内定取り消し、倒産等々が聞かれはじめています。

フリートーク

週報2720・2721・2722号
新型コロナウィルス拡大防止のため休会

第2767・2768・2769回例会
新型コロナウィルス拡大防止のため休会

ＮＰＯ法人かごしまホームレス生活者支えあう会
理事長　堀之内　洋一

　私たちが任意団体として活動をはじめた２００５年当時の自殺者数は年間３万２千人余りにもの
ぼりました、それは東京マラソン参加者総数に匹敵するものでした。自殺に至る要因の第２位が
経済的要因によるものとされています。路上・野宿は自殺のハイリスク現場でした（炊き出し
の現場で「昨日、城山で首を吊ろうとしたが、ロープが切れて・・・」と聞かされた事を思い出し
ます）。その後、国や民間の自殺者対策の進展などによって現在では年間２万人前後まで減少して
きていましたが、今般の経済危機から今後はまた「個人の努力や商才や能力ではどうにもならな
い生活困窮」に至る人々が増加に転じる切迫した事態を最も危惧しています。

①　活動をはじめたきっかけと手探りの初期の頃
　２００４年のはじめに鹿児島では珍しいほどの大雪が降り積もりました。その時、祇園之洲公
園近くの子どもさんが「公園のおじちゃん達はどうしているんだろう？」と心配したそうで
す。それを聞いて、大人も「何かしなくては！」と古着の寄付を新聞で呼びかけた方がありま
した。また、他には大鍋料理を車に積んで届ける方など、この時をきっかけに鹿児島での市民
レベルの自発的支援活動が始まったのでした。その後ザビエル教会が毎週土曜日に炊き出しを
開始し、そこに集った市民有志が私たちの前身となりました。炊き出しの現場は、様々な事情
が重なって野宿生活に至った当事者が困窮する極みの場でした。活動を始めたばかりの頃は
「何が必要か、何ができるのか」と翻弄されるばかりでした。
　他方で、「支援とかボランティア」は一方通行の「与える、与えられる」立場が固定された様
な関係では、私たち自身の目から鱗の発見や気付きが生まれようもなく、それが無ければ活動
の意味もおよそないだろう、という意識もある程度共有していただろうと思います。
　次第に私たちは「夜回り＋炊き出しから地域づくりを描く」というイメージを共有するよう
になりました。それは、ＥＵ諸国で先進的に取り組まれてきて我国でも取り入れられつつあっ
た「社会的排除から社会的包摂（ソーシャルインクルージョン）へ」という観点でした。さらに身
近に引き付けるならば、それは「相互に補完し包摂し合う協同性」に接近していく必要がある
という気付きでもありました。
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②　潜在的ホームレス生活者
　鹿児島でも２４時間ファミレスやネットカフェ等で過ごす生活困窮者の実態は掴み難い現状
です。それに加えて２月１５日に放送されたＮＨＫ「車上生活者特集」では、その公式統計は
なく、全国の道の駅などを独自に徹底調査した結果で、鹿児島の道の駅２か所もテレビ画面の
地図でチェックがありました。放送の中では、過酷な競争社会で生活困窮に加えて心身ともに
病んでしまって車上生活に至った例も紹介していました。

③　希望の「非営利循環」
　マクロン・フランス大統領が「このパンデミックにより、市場の法則の枠外に置かれるべき
財やサービスがある」と語ったそうです。これによりこれまでの市場競争至上主義の世界の経
済体制に大きな変化が起きるのでしょうか?

互助・互酬循環システムの萌芽と付随する「仕事起こし」

　先日１審判決があった、２０１６年の相模原市「津久井やまゆり園」事件は、生産性のない人々
を排除抹殺するという確信犯＝植松被告によるものでした。弱者を「国家や社会の敵」とみな
す、このゆがんだ被告の思想はなぜ生まれたのでしょうか。それは、ある意味、市民社会に対す
る挑戦で、国家や社会の力量が試されているといえます。
　私たちＮＰＯや非営利・協同セクターは、だからこそ社会的企業にとってつきものの「経営＝
生産性・効率と社会的存在意義の股裂き」を引き受けて問い続けていかなければならないと思い
ます。



　先週は４泊５日で東京出張でしたが都内は落ち着い
ておりました。新型コロナウィルスには罹患していな
いと思い出席しました。
　遠山純司　第十管区海上保安本部長から連絡が入り、
内示があり４月１日付で第三管区海上保安本部長とし
て横浜に転勤となられるそうです。皆様によろしくお
伝えくださいと託されましたので、ご報告いたします。

　久しぶりの出席です。持病があるためにいろいろな
会合やダイヤモンドプリンセス号の予約も解約しました？

　日本の国旗は日の丸、イギリスの国旗はユニオン
ジャック、ダイヤモンドプリンセス号はイギリス国
籍、香港ではコロナウィルス感染者が下船したのに日
本は人道的配慮で入港を許可し政府は難しい対策にも
全力を尽くした。しかし実情を知らない海外から批判
の声を聞く。それは旗国主義があるから対応が難し
い。旗国主義ではこのクルーズ船は海洋法に関する国
際連合条約の９２条、９４条で国家の領土主権、行政は
イギリスにあるからです。批判の声を聞くけれど感謝
の声も多いそうです。日本の政府のボランティアです。

　宮崎アカデミーＲＣ成合会長、薬王寺幹事、本日は
大変お忙しいところまた新型コロナウィルスが気にな
るところ鹿児島西ＲＣの例会にお越しくださり心より
感謝致します。卓話を楽しみにしております。

　桜の咲く頃には日本中がニコニコであふれることを
願いニコニコします。

　宮崎アカデミーロータリークラブの成合修会長、薬
王寺文宏幹事、ようこそご来訪いただき有難うござい
ます。卓話を楽しみにしております。

　２月５日より８日間、ネパールの地区大会に出席す
るために行って来ました。
　メンバーは南会員、本藏会員と３名でした。発展途上
国の勢いを感じる大会でパタン西ＲＣの例会にも出席
しました。新たな友人が増えましたのでニコニコします。

　鹿児島発世界平和へ発信。先日の日曜日、若者たち
による英語でのスピーチ、とても感動的でした。ｉＢＳ
の南先生、お疲れさまでした。
　

①　先日のｉＢＳ外語学院主催の学院第４５期生の日本文
化発信英語スピーチライブに多数の皆さんのご出席
をいただき有難うございました。北は北海道から南
は沖永良部まで、日本全国から集合した学院生の
情熱を感じて頂けたと願い、ニコニコいたします。

②　ＲＩ第３２９２地区ネパール・ブータン地区大会に参加
して参りました。

　 古木・本藏会員と共に３人で参加させていただきま
した。我々２７３０地区にとって学び多き大会でし
た。更にはパタンウエストロータリークラブの例会
にも出席させていただき、我々西クラブにとって
何ができるかも議論させていただきましたので、
ニコニコ報告いたします。
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〈プログラム〉
　ゲスト卓話
　宮崎アカデミーロータリークラブ　
　会長　成合　修　様・幹事　薬王寺　文宏　様

〈ビジター〉　
　広島中央ロータリークラブ　七枝　敏洋　様

◇第１回米山功労者感謝状贈呈　菊永　昭二郎　会員

〈会務報告〉
１．本日は１００万ドル食事にご協力いただき有難うご
　　ざいました。

久  保　眞  介 君

海江田　嗣 人 君
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ホームページ・アドレス　http://www.kagoshima-w-rc.jp//www.kagoshima-w-rc.jp//www.kagoshima-w-rc.jp/

ＲＩのホームページアドレス
日本のホームページアドレス
第２７３０地区ホームページアドレス

鹿児島西ＲＣ

古  木　圭  介 君

　●日　時：４月９日（木）１２：３０～１４：００
　●会　場：山形屋　ぐるめ館２階
　●会　費：１,５００円
　●プログラム：会員卓話（日置会員）
　※ご出席される方は４月６日（月）までに事務局
　　へお申し込みください。

鹿児島西プロバスクラブ例会のご案内

有  馬　戦  男 君


