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国際ロータリー第２５８０地区

東京江東ロータリークラブ
２０２０〜２０２１年度
Serve to Change Lives

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
RI 会長 ジュカール・メー

地区ガバナー 若林英博

テーマ

誓願成就
〜願いはかなえよう〜
クラブ会長 小嶋映治

次回例会案内

今日の卓話

「圧倒的劣等生が一流大学に
「６０周年記念事業について」
逆転合格する方法」
・小嶋会長
Youthree ㈱ 代表取締役

山本晃嗣様

E-mail：koto.re@sweet.ocn.ne.jp
例会報告

11/16 訂正出席率 75％（訂正無し）
11/30 会員数 20 名中 16 名
出席率 80％

会長・幹事報告
・2022 年 3/2 〜 3 の地区大会は例会扱いとなります為、
基本的に全員出席となります。登録締め切りは 2022 年 1
月 28 日 ( 金 ) ですので、欠席される方はそれまでに事務
局へご連絡ください。
・第 3 組家庭集会を堀リーダー、伊藤三千男カウンセラー
の下「卯月」にて開催いたしました。
11/26（金）RLI パートⅡ 講習（東武レバントホテル東京）
に末次会員、伊藤海会員が参加しました。
12/5（日）〜 8（水）ロータリー研究会に大澤栄一ガバナー
補佐エレクトが参加します。
次回例会（12/7）終了後はクラブ年次総会があります。

・大澤秀利実行委員長

http://www.koto-rotary.jp
ニコニコボックス
小嶋会長：本日、ローズさんの卓話よろしくお願い
いたします。今井忠さん「いらっしゃいませ」
板倉幹事：ローズさん、卓話しっかり聞かせていた
だきます。今井さんようこそいらっしゃいませ。
小野会長エレクト：ハリマト・ローズ様、本日の卓
話楽しみにしております。
末次君：本日は卓話楽しみにしています。
伊藤（三）君：鈴今日で 11 月も終わりです。健康
に気を付けて頑張りましょう。
大澤（秀）君：ローズさん、本日卓話よろしくお願
いします。
大澤（栄）君：ローズ様、よろしくお願いします！
平手君：本日もよろしくお願いします。
鯉淵君：久しぶりです。
河西君：ローズさん、本日よろしくお願いします。
大木君：ローズ様、卓話よろしくお願いします。
堀君：今日もよろしくお願いします。
伊藤
（海）
君：ローズさん、
本日も宜しくお願いします。

合計 50,000 円
累計 510,500 円
☆彡今週のワンポイントレッスン（№８）
●出席とは

＜委員会報告・その他＞
小野研修リーダーより：新人研修について
堀リーダーより：家庭集会報告
大澤栄一親睦委員長より：年末家族会について
【回覧物】深川警察署長より挨拶状

クラブの会員は、例会に出席しなければなりません。出席とみなされる
には、例会時間の 60％に出席していなければなりません。欠席のメーク
アップは例会前の 14 日または例会後 14 日以内に行う事になっていまし
たが、2019 年の規定審議会で同じ年度内に行っても良い事になりました。
（標準ロータリークラブ定款第 10 条）
※注：江東ロータリークラブでは、欠席のメークアップは改定前の例会
の前後各 14 日以内となっております。

事務局は午前１０時から午後１６時まで、囲碁や将棋・談話室として利用できます。掲示板も活用してください
●例会場 / 東京都江東区東陽 6-3-3 ホテルイースト 21 東京内 TEL：０３(５６８３)５６８３ ●例会日 / 毎週火曜日１２時３０分〜1３時３０分
●事務局 / 東京都江東区東陽 6-3-3 ホテルイースト 21 東京内 TEL：０３(５６３２)３７７７ FAX：０３(５６３２)３７３７

１１月３０日 卓話
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所に入れられ、沢山の方が亡くなっています。この大学の学長は東京理
科大学出身であり、ロータリークラブで奨学金をもらっていた方でした。
この方は死刑を宣告されました。大学教授、知識人、出版社、芸能人、
このような著名な方々から強制収容所に入れられ、沢山の方々が命を落
としました。ウイグルの文化を消し去ろうとしています。
私は 2018 年より、故郷と連絡が取れなくなりました。2020 年 5 月に
突然、兄から連絡がありました。テレビ通話の中で兄の様子はおかしく、
何故か顔を腫らしていました。話をしていると突然別の男が出てきて、
中国国家安全局を名乗り、私にスパイをする事を進めてきました。兄の
安全が不安な為、電話を切り、しばらく悩み続けました。兄を助ける為
に日本の仲間を裏切るのか、日本の仲間の為に、兄が殺される事になっ
てしまうのか。しばらくして再度電話がかかってきた際、私は NHK の
テレビカメラと一緒に電話に出ました。ウイグル人の仲間の為、私は戦
ウイグルは、中国の西側に位置しており、元々は東トルキスタンと言わ

うことを決意しました。

れていました。1933 年と 1944 年に 2 度東トルキスタン共和国として

我々の仲間のエルキンさんの話をします。彼女は東京大学大学院を卒業

独立し、その後ソ連に編入され、1949 年に中華人民共和国の一部とさ

し、非常に優秀な女性でした。彼女は日本に住むウイグルの子供たちの

れました。そして 1955 年より新疆ウイグル自治区と呼ばれるようにな

為に、
ウイグル語を教える活動をしていました。
そのせいか彼女の両親は、

りました。
ウイグルは資源の多い土地です。天然ガス、石油、レアメタル等の天然
資源が豊富にあります。ウイグルの人々は主な中華民族とは異なり、イ
スラム教を主としており、見た目も異なります。
2016 年頃から、祖国であるウイグルの人々が虐待、虐殺されている画
像を目にするようになりました。写真にある通り、高い壁と有刺鉄線に
囲われおびただしい監視カメラが設置された強制収容所に、沢山の人々
が入れられています。このような画像が出回った 2016 年頃より、我々
の仲間の親戚がどんどんいなくなっていきました。私の妻の叔母･弟･姪
は日本に来たという理由だけで強制収容所に入れられました。
私はこの事を新聞等のマスコミに訴えましたが、中々記事にされること

2018 年に強制収容所に入れられてしまいました。彼女は不安になり、
ウイグルに帰る事を悩み続けました。帰る事はやめたほうが良いと仲間
内で話しましたが、彼女は突然帰国してしまいました。ほどなくして彼
女が強制収容所に入れられたとの報告があり、2020 年 12 月、彼女が
強制収容所内で亡くなったとの報告が入りました。30 歳前後の若い女
性が亡くなりました。何度も会って活動した素敵な仲間でした。
日本に影響があるものに、強制労働があります。わかってるだけでもユ
ニクロや無印のような日本の大手 14 社が、ウイグルにある強制労働施
設内で作成された原料を使用していると報告されています。我々ウイグ
ル協会は、14 社に質問状を送りましたが、各社の返答はまちまちでした。

はありませんでした。その後、人権団体や著名な方が報告書を出してく

ウイグルの問題を最初に議会で取り上げてくれた国はアメリカでした。

れるようになり、2018 年頃よりウイグルの事がメディアに出るように

トランプ政権時に、中国への非難決議を国会で決議しました。その後、

なりました。強制収容所は 1000 か所もあるといわれています。ウルム

イギリスやオランダ等の沢山の国々で非難決議をしてくれました。日本

チ近くの大きな強制収容所には 10 万人以上が強制収容所に入れられて

ではまだ国会での非難決議はでておりません。

いるといわれています。2018 年に国連より 100 万人が強制収容所に入

最近中国の外務省がイベントで使用した資料に、ウイグル人の人口は

れられていると発表があり、2019 年にはアメリカ国防省より 200 万、

721 万人とありました。2015 年に中国が自分で発表した資料には、ウ

最近は 300 万を超えるともいわれています。

イグル人の人口は 1214 万とありました。

日本には 2000 人ほどのウイグル人がいますが、その中でも最低でも親
戚 100 名以上は強制収容所に収監されているとの事でした。先日大坂
で証言集会を行った時にいた女性は、30 名以上もの親戚が強制収容所
に入れられていると言っていました。ナチスのユダヤ人迫害は 71 万人
と言われています。ウイグルは 300 万人以上が強制収容所にいれられ
ています。
告発資料にある強制収容所に関する計画書には習近平氏のサインがあり
ました。だれを強制収容所に入れるかの判断は、人数が多すぎる為ＡＩ
も使われています。
強制収容所施設内では、毎日のように拷問、性的虐待、虐殺が行われて
います。最近の BBC のニュースでは、施設内でレイプが行われている

400 万以上の人々はどこに行ってしまったのでしょうか。
ウイグルの仲間は、300 万人以上が強制収容所に入れられているといわ
れています。
ウイグルは、ここ数年で 400 万もの人々が殺され、300 万もの人が強
制収容所に入れられ、女性はレイプ･暴行を加えられ、免れた方々も強制
不妊手術を受けさせられ、中国の臓器輸出にウイグル人の臓器が使われ、
子供たちは隔離され母国語を学べない、そんな状態です。
我々はこの現状を発信し続けていきます。皆さんもこの現状を少しでも
知って頂き、皆さんの力で応援頂けたら嬉しいです。本日はご清聴あり
がとうございました。

と報道されました。被害にあった方々は泣きながら証言をしています。
写真にある二人の女性は、エジプトとパキスタンの国籍を持っているた
め、帰国することができました。しばらく強制収容所にとらわれていま
したが、夫がメディアへの証言を行った為、何とか解放されました。彼
女らは中で見た事が我慢できず、メディアでの証言に至っています。
強制収容所内では、ウイグル人である事を毎日否定され、母国語を使用
することを禁止され、使用すると拷問･虐殺されます。施設の中では中国
語の歌を歌わされ、歌えない場合は拷問されます。
中国は強制収容所に関して、技能を教えている、と言っています。しか
しウイグルにある一番著名な大学の教授だけでも 70 名以上が強制収容
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