2020-2021 年度

藤沢ロータリークラブ週報
2020-2021 年度

RI テーマ

第 2780 地区
ガバナー
第 3 グループガバナー補佐

■創

立

／

昭和 29 年 6 月 3 日

■事務所

／

藤沢市藤沢 93 新堀ライブ館 204

■例会日

／

毎週水曜日 12:30～13:30

NO.14

■第 67 代

第 3211 例会

会長

／

野口

TEL：0466-25-4000 FAX：0466-26-9292
■例会場／

２０２０年

捷代

幹事

／

久保田 英男
市川 洋

小河

静雄

E-mail：info@fujisawa-rotary.com

湘南クリスタルホテル TEL：0466-28-2111

１０月

２１日

天候 晴れ

ロータリーソング「それでこそロータリー」
「四つのテスト」 田中 正明 会員

≪ゲスト・ビジターの紹介≫
ゲストスピーカー：木田

孝良 様

（北東アジア情勢研究会

代表）

（紹介者：川上会員）
ビジター：大箭 剛久 様
（2020-21 年度茅ケ崎 RC 会長）
杉田 祐一 様

≪幹事報告≫

（2020-21 年度茅ケ崎 RC 幹事）

・例会後に IM 実行委員会を開催されます。理事
役員のご出席をお願い致します。

≪会長報告≫

・今年度のクラブ会員名簿作成にあたっての資料を

・10 月 18 日、2780 地区の地区大会が開催されま
ました。例年とは違い、コロナ禍での限られた出

配布しております。ご確認の上、事務局に連絡を
お願い致します。

席者だけのソーシャルディスタンスを保った大
会となりました。久保田ガバナーのご挨拶では、
涙を浮かべていらっしゃいました。大変感動的で

≪委員会報告≫
・大小原会員

した。ロータリー賞をいただくことができました

19 日に藤沢 RC 対藤沢東 RC でゴルフコンペを開催

ので、ご披露させていただきます。

しました。藤沢 RC からの参加者は、小河幹事、
瀧澤会員、鈴木大次会員、大小原でした。

（

）内は計算に用いた会員数

出席報告
＋〔 〕は Zoom 出席者
メークアップ
例会月日

会員数

出席会員数

欠席会員数

出席率

修正出席者数

修正出席率

２７名

６２．７９％

会員数
１０月７日

４４（４３）名

２６名

１７名

６０．０５％

１０月２１日

４４(４３)名

２９名

１４名

６７．４４％

１名

前回は負けましたが、今回は圧勝しました。

≪スマイル報告≫

瀧澤会員がベストスコア、優勝は大小原でした。

大箭 剛久 様（2020-21 年度茅ケ崎 RC 会長）

次回も 12 月に予定しておりますので、ご参加希望

杉田 祐一 様（2020-21 年度茅ケ崎 RC 幹事）

の方は、お申し込み下さい。

遅ればせながら、本日は茅ケ崎クラブの 60 周年
のご挨拶に伺いました。会長・幹事とも貴クラブ
へは初めての MU となります。よろしくお願いい
たします。
野口 捷代 会長
木田様、ご多忙の中、ご来所ありがとうございま
す。卓話楽しみにしております。
茅ヶ崎ロータリークラブの大箭会長、杉田幹事
ようこそお越し下さいました。
椋梨 兼彰 会員
大箭様、杉田さま、本日はようこそ。
木田様、本日の卓話よろしくお願い致します。
本日のリングは、フルーツみつ豆です。

≪お祝い≫

川上 彰久 会員

会員誕生日 10 月 25 日

深谷 大樹 会員

木田様、本日の卓話楽しみにしております。

10 月 26 日

山本 竹範 会員

放送できない話をビシバシお願いします。
杉原 栄子 会員
結婚祝いを頂きまして、ありがとうございます。
鈴木 大次 会員
結婚記念日の御祝ありがとうございます。
橋本 憲明 会員
先週、結婚記念日ありがとうございました。
発注をし忘れたため、吉川さんに頼んで、家内の
誕生日の花に変えて頂きました。ありがとうござ
いました。
深谷 大樹 会員
お誕生日のお祝いを頂きありがとうございます。
これからも精進していきます。

結婚記念日 9 月 23 日
10 月 22 日

杉原 栄子 会員
鈴木 大次 会員

藤沢東 RC VS 藤沢 RC
対抗ゴルフコンペのトロフィー‼

≪小話 3 分間スピーチ≫
小澤 智幸 会員

≪卓話≫

「北朝鮮の国家目標と日本人拉致問題」
北東アジア情勢研究会
代表 木田 孝良 様
（紹介者：川上彰久

会員）

建設業に携わっておりますが、慢性的な人手不足です。
ご存じのように今後、日本の人口は 2025 年には、現
在の 3 割が高齢者と言われております。そんな中、5
年後、建設技能者の 37%が退職を迎え、新入社員が入
らなければ、残された 6 割の者で仕事をしていく事に

第 1 北朝鮮金―族のルーツ
1945 年 10 月、北朝鮮の平壌で行われたソ連軍歓迎

なります。我々の業界では、新しいものを作らずに、

式典で、ソ連側が当時 32 歳の若い朝鮮人男性を金日

今あるインフラを整備していくという動きがありま

成（キム・イルソン）と紹介した。ここにソ連を後ろ

す。2024 年には、現在の 39%のインフラが老朽化し、

盾にした北朝鮮の金一族の世襲三代統治の原点があ

整備が必要だといわれております。
更に 2028 年には、

る。金日成（キム・イルソン）は本名を金聖柱（キム・

全体の 68%が老朽化し使えなくなるといわれます。

ソンジュ）という。彼がいわゆる伝説の金日成（キム・

この業界でも、人がやっていることを機会や AI を活

イルソン）将軍かどうかを疑問視する声もある。金日

用して行こうという動きが活発になっております。

成（キム・イルソン）の父親は漢方薬行商の金亨稷（キ

つい最近までは、ドローンは撮影するだけでしたが、

ムヒョンジク）
、母親の康盤石（カンバンソク）はキ

今では、高さから土地の広さまで、正確に調べること

リスト教の牧師の娘で熱心なキリスト教信者である。

ができます。機会も無人機械を使って、掘削データか

後継者の金正日（キム・ジョンイル）は両親が身を寄

ら、トラックの残土を計算することができます。

せていたソ連のハバロフスクで生まれた。以来、彼ら

一番は AI の技術が革新的に建設業界でも活かされる

は白頭山をルーツとする革命の聖家族として 75 年に

という事です。海外の話ですが、3D プリンターでパー

わたり神聖化され、北朝鮮に君臨している。

ツごとに作ったものを組み合わせて、15 階建ての
建築物が出来るような時代となります。

第 2 北朝鮮の国家目標と 3 大革命力量強化策
北朝鮮の国家目標は、韓国を統一し、金日成（キム・
イルソン）
・金正日（キム・ジョンイル）主義化する
ことにある。朝鮮労働党の規約前文(2016 年 5 月 6 日
改訂)は、
「朝鮮労働党の当面の目的は、共和国半部で
社会主義強盛国家を建設し、全国的範囲で民族解放民
主主義革命の課題を遂行するとし、最終目的は全社会
を金日成（キム・イルソン）・金正日（キム・ジョン
イル）主義化して人民大衆の自主性を完全に実現する
ところにある」としている。

その統一戦略は、①北朝鮮革命力量の強化②南朝鮮

北朝鮮は拉致問題の風化を望んでいる。多くの国民

革命力量の強化③国際革命力量の強化とする、いわゆ

が拉致問題に重大な関心を持ち、オールジャパンで対

る「3 大革命力量強化政策」である。つまり、北朝鮮

応し、拉致問題を風化させないことが最も重要だ。

国内を思想と軍事力の強化で革命の基地化し、韓国内
に北朝鮮の同調勢力を築き、国際的に朝鮮半島におけ

(2)
(2)国際世論に拉致問題は国際法違反であることを強

る正統性をアピールし、在韓米軍の撤退運動につなげ

く訴える

るというものだ。

ある国家の機関員が他国に侵入して、その国の国民
を不法に拉致した場合、国家主権侵害となる。明確な

第 3 日本人拉致問題

国際法違反だ。まずは北朝鮮が拉致被害者を元に戻す

１ 日本人拉致事件が頻発した時代の背景

という原状回復義務が国際法上の基本であり、加えて

1970 年代半ばから日本人拉致事件が頻発した。その

謝罪、賠償、位致実行者の引き渡しが求められるべき

頃、パリ講和が締結され、サイゴンも陥落し、ベトナ

だ。(*1)政府はもとより、民間レベルでも国連人権理

ム戦争が終結した。北ベトナムという小国が強大な米

事会や米国、欧州各国との人権団体と連携し、人権問

国に勝利したことは、同様に南北に分断された北朝鮮

題として国際世論に粘り強く訴えていくことが必要

に“統一”を強く意識させることになったことは言う

である。 (*1 拉致行為と国際法 国立国会図書館 ISSUE

までもない。

BRIFE408)

さらにこの時期、金正日（キム・ジョンイル）が金
日成（キム・イルソン）の後継者として台頭。金正日

(3)北朝鮮に対する圧力の維持とともに対話の機会を
(3)北朝鮮に対する圧力の維持とともに対話の機会を

（キム・イルソン）は対南工作で一定の成果を示す必

さぐる

要があった。北朝鮮で金正日（キム・ジョンイル）に

2018 年以来の米朝首脳会談に北朝鮮が応じたのは、

よる対南事業の強化が図られ、日本人拉致問題はこの

経済制裁が効いていたからであり、北朝鮮は寧辺(ニ

北朝鮮の対南工作の一環として敢行された可能性が

ョンビョン)の核施設閉鎖を条件に制裁緩和を求めた。

ある。
2

日本人拉数の目的は何か
北朝鮮は、日本に派遣する工作員に対する日本語、

従って対北朝鮮制裁は毅然として維持すべきだ。た
だし、北朝鮮は制裁で経済が逼迫している上に、コロ
ナ禍、台風の三重苦の状態にあり、国民の不満もある。

習慣、社会情勢等を教育するための指導員を確保する

わが国は、周到に北朝鮮の国内情勢に関する情報収

必要があったこと。さらに北朝鮮の工作員が日本人に

集を強化し、国連経由で北朝鮮に食糧や医療支援を行

はい乗りし、日本から韓国等に自由に渡航するため、

うなど北朝鮮との対話の機会を探ることも必要だ。

国際的に信用性の高い日本旅券を確保する必要があ
った。加えて、北朝鮮に貢献することを考えていた「よ
ど号」事件犯人グループが、オルグ活動を目的として

第 4 その他、日韓関係
日韓関係は、慰安婦問題、徴用工問題等で厳しく対

日本人拉致を実行したと考えられる。

立し、戦後最悪だと言われている。政府間では今後も

3

厳しいやりとりが続くだろう。しかし、
“民”では韓

拉致問題にどう対応するべきか

(1)オール
(1)オールジャパン
オールジャパンで対応し、拉致問題を風化させな
ジャパンで対応し、拉致問題を風化させな

国との交流を閉ざすべきではない。韓国の若者の失業

い

率は極めて高い。サムスンなどの一流企業に入るのは

1988 年 3 月、当時日本共産党の橋本敦参議院議員が
当時の梶山静六国家公安委員長から、一連の日本人失

至難のわざだ。そのため、日本で就職を希望する韓国
人の若者が増えているという。

踪事件に関し「北朝鮮による拉致被害者の疑いが十分

相互理解のために、実際に多くの韓国の若者が日本

に濃厚」であるとの画期的な答弁を引き出した。しか

に来て、良くも悪くも自分の目で日本の実態、日本人

し、多くの政治家もメディアも世論も無関心だった。

のものの考え方に触れるのが望ましい。将来の日韓関

その後 2002 年の小泉訪朝で北朝鮮が日本人拉致を認

係を担う若者同士が相互に交流する機会を広げてい

め、5 人の拉致被害者が帰国した。その後 18 年、1 人

くことが必要だ。(了)

の拉致被害者も帰国していない。

本日の「四つのテスト」は田中会員

本日のお料理

茅ヶ崎 RC 大箭 剛久 会長 ようこそ

茅ケ崎 RC 杉田 祐一 幹事 ようこそ

