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国連難民高等弁務官事務所
駐日事務所渉外担当官　古本秀彦氏

UNHCRとは
　UNHCR は国連難民高等弁務官事務所（The Office of the United Nations High 
Commissioner for Refugees）の略称で、1950 年に設立された国連の難民支援
機関。紛争や迫害により故郷を追われた難民・避難民を保護・支援し、難民問
題の解決に対して働きかけをしています。

難民とは
　「難民」とはいったい何なのか、簡単に説明をします。日本では難
民とつく言葉にはいろいろあります。” ネットカフェ難民 ”　” 経済難
民 ”　”Wi-Fi 難民 ”　” 環境難民 ” など、某企業がコマーシャルをやっ
てると思います。ここで使われる「難民」という言葉は、「何か足り
ない人」や、「何か欲しいものを求めている人」などが難民であるといっ
た、非常にネガティブな意味合いで使われることが多いと感じます。
ですが、世界で使う本当の意味の「難民」は違う意味でで使われます。

　下記の写真は、１年半前に起こったミャンマーの少数民族が、実際
に国民として認められず、街が破壊されて国から逃げないとならない
人たちの様子。もう一つがシリアです。本当に街が破壊され、多くの
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人々が逃げなくてはいけない状況になっています。
　UNHCR で使う「難民」という言葉は、世界で決めた難民条約という国
際条約の明確な定義があります。この条約に当てはまる人が「難民」と
言います。定義は、生命の危機がある、自分の命の危機を感じる恐怖が
ある、迫害を受ける恐れがあるなどによって自分の国を離れる事を余儀
なく別の国に逃れ、「難民国際条約」に基づき、世界各国が難民を強制送
還せずに受け入れるという義務から、その人々を受け入れる。 これを「難
民」と言います。
　UNHCR は、世界中で写真のように国から国へ逃げている人々がいます。
こうした人々の支援する、難民の対象となる方達を支援の対象としてい
ます。
                                   　実際の難民か難民ではないかの間違いやすいポイントは、海外にいる
時、何かがあれば現地の自分の国の大使館が助けてくれます。実際の難
民が大使館に行くと、逆に捕まってしまい命の危機の恐怖があるという
状況の方、そして帰国することもできない方が難民であるということに
なります。

実際の難民の数

　2012 年から急増しています。これはシリア紛争の影響です。いかに大
きな紛争かということが分かります。私は 2010 年から 12 年までイラン
にいましたが、本当に素敵な観光地で、非常に整備された有名な観光地
でした。まさかこんなボロボロになるとは、それほど世界の紛争という
のは、急に起こり、とんでもない危機を起こすということを覚えておい
ていただきたいと思います。

シリア紛争

今も５６０万人〜５８万人の人が周辺諸国に逃げてまいす。
紛争勃発後、図のトルコ（TURKEY）を見ると赤い丸が大きく、難民
がトルコに逃げてるという状況が分かります、シリア紛争が起きる前
は、この難民が、ほぼ存在しない国でした。現在は紛争が周辺諸国の
難民問題、地域情勢に大きな変化を起こしている状態になります。

ミャンマー・ロヒンギャ問題

冒頭に話したミャンマーの国境沿いでの少数民族の軍事的弾圧によっ
て、６０万人ほどの人がバングラディシュの南部に避難したという図
です。図の右側灰色のところがミャンマーです。１ヶ月の間に長蛇の
列で、持てるだけ持って逃げるという状態の図です。このような状況
になっています。
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UNHCRの仕事とは
　UNHCR は、世界中で難民条約にある「難民を保護し、そして支援を送る」
という条約で 任務を与えられている国連の機関となります。
　始まりは、1950 年、第二次世界大戦が終わったヨーロッパでいた多く
の難民を本国に帰すお手伝いをするという組織でしたが、戦後 50 年が経ち、
60 年にアフリカで紛争が起こり、70 年にベトナム戦争、80 年で・・・と
難民が増えてしまい、UNHCR の仕事がどんどんどんどん拡大する形となっ
てしまいました。
　
UNHCR の仕事は発展途上国の最前線に人を送り、「人々と一緒に仕事をす
る」「難民の声を聞く」「地方の最前線まで支援物資を届ける」「自分の身分
を証明するものを持たずに逃げてきた人の身分を登録して受け入る」など
の仕事をする組織です。
右の写真は典型的な難民キャンプですが実はの難民キャンプに住むとして
も、都市部の中で一般の人と同じように生活が出来ることを奨励していま
す。日本では災害時の避難所や仮設住宅に住むと同じで、難民キャンプで
10 年も 20 も年過ごすという状況が過酷であるという事です。できる限り
難民キャンプではない生活ができるように支援しています。

右はの物資の配給の写真と避難して政経が無くなってしまった人の職業訓
練をして自分たちの力で収入を得られるように訓練をしています。そして
水の確保や、教育、保険など難民が自分の力で生活ができるようにとこう
した支援を行っています

協力していただきたい事

　ここで一番お伝えしたいのは、世界中で難民の数が拡大し、約 6850 万
人という人たちが避難難民生活を送っています。１国の人口ぐらいに匹敵
するくらいという規模です。UNHCR だけでは、とても手が回らない状況と
UNHCR の認識です。組織もいろんな機関、援助機関だけではなくて市民記
者会、大学、企業が一緒になって支援をしなければいけないということで
す。私は外務省を通じて、「世界中で難民の危機が起きています。UNHCR 
はこの分野この分野でこのような規模の支援しています。」ということを日
本政府に逐一情報を提供して資金を援助をもらう又は政策づくりを一緒に
していくとした仕事させて頂いています。同時に大学とも連携をして、研
究分野で難民分野の研究で携わっていただいたり、企業とするとユニクロ
が、古着を持っていくと回収してくれ、難民キャンプに古着を送るという形で
ご支援を頂いてます。実はユニクロとしては事前事業として行なってるのでな
く、古着を回収することによって、製品のサイクルを活性化させるという目的
が難民支援にも繋がり、ブランドイメージ向上にも繋がるという流れになって
います。また他にも、富士メガネという眼鏡屋さんが視力検査を行なってくれ
る、CANON は紛争や難民キャンプの写真展を開いてくれるといった、自社の
特徴を活かした関わりを持ち、いい具合に活動してくれる企業もいますので、
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何か案を出していただいて関わりを持っていただくのも良いかと思います。
今、日本の政府が持続可能な開発目標（SDGs）世界中の様々な課題の解決
策を出し合って、カテゴリー化して取り決めをしています。日本の経団連
もかなり強くコミットして、どうすれば解決していけるだろうかと考え始
めています。企業側は既製品やサービスなど、SDGs に合っているので適応
しますとし、企業イメージを高めたりとか公的な資金を呼び込んできたり
とかということを考えています。多くの難民の人が住み恥じると大きな市
場が生まれてきます。携帯電話などのネットワークを持っていくと、携帯
電話を通じて、支援の情報を知ることが出来たり、企業の人がビジネスと
して活用していただく支援の場になることもあります。相互に WIN-WIN
の関係が生まれるような企業との連携も考えに入れつつ、何かいい案はな
いだろうかと日々悩んでいます。面白い案があれば、教えていただければ
と思います。

最後の締めくくりに難民の別の側面からの内容ですが、来年オリンピック
が開催されます。2016 年のリオオリンピックで初めて行われたことですが、
難民オリンピックチームが 2020 年の東京で参加する予定です。現在、い
ろいろな打ち合わせをしたり、難民チームを受け入れてくれる街を探たり
の相談しています。
　人々が何らかの原因で難民になって、避難してそしてまた帰れるよう、
支援を続けていきたいと思います。このような分野の仕事もあるんだとい
うことを覚えて頂いて、何ができるのかと考えていただければありがたい
と思っております。ありがとうございました。

ニコニコボックス

大野　治夫　会員
 昨日、メディカルで竹内先生よりゴルフ解禁と言われました。泣けましたね。
 10 ヶ月ぶりにゴルフができるぞ！！

高田　稔美　会員
 服部さん、チョコありがとうございます。おふくろと服部さん合わせて 2 個です嬉しいです！

逆井　甚一郎　会員
 相続手続支援機構セミナー盛況のうちに終了いたしました。

尾形　一彦　会員
 前回ではニコニコ対応いただきありがとうございますインフルのおかげです。
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新入会員オリエンテーション

ロータリー情報委員長　小城　豊　挨拶

大里年度第１回目のオリエンテーションです。新入会員の皆様にに集まっていただきありがとうご
ざいます。今日は限られた時間でまとめ切れる内容ではありませんが、講師の菅原副委員長がしっ
かりロータリーについて説明してくれますので 1 時間のオリエンテーション行い、そして楽しく懇
親を深めていていただければと思います。

会長エレクト・会員増強委員長　挨拶

本日は、素晴らしい菅原副委員長の講師で、しっかり学んでいただきロータリークラブを勉強して
いただければと思います。よろしくお願いします。

勧誘・維持・教育・選考委員長　大野　治夫　挨拶

私の役割は、会員維持があり、勧誘があり、選考があり、教育があります。今日のオリエンテーショ
ンも教育です。ロータリー情報委員会から、ロータリーについてしっかり勉強していただければと
思います。どうぞよろしくお願いします。

オリエンテーションを開催します。よろしくお願いします。
　ロータリークラブには毎年テーマがあります。 RI 会長テーマは「In The Inspiration　イ
ンザインスピレーションになろう」です。地区のスローガンは「ロータリーの心と力を地
域社会へ」です。そしてつくば学園 RC 大里年度のスローガンは「楽しく活動・そして街の
ために」です。　ロータリークラブは奉仕団体であります。詳しく知る方法は MyRotary と
いう情報サイトを見てください。会員登録をすると毎月ロータリーに関する情報がメール
で届きます。一度ゆっくりとご覧になってみて下さい。　組織形態は、国際ロータリー、ゾー
ン、地区、分区があります。つくば学園 RC は 2820 地区の第 6 分区（石岡・土浦・つくば・
阿見町）に所属しています。　ロータリークラブは 1905 年にシカゴでポールハリスが創
設し、3 名で始まりました。設立 100 年以上が経ってます。日本にロータリーが来たのが
1920 年です。最初のロータリー会長は米山梅吉さんで、組織表に米山奨学会、米山基金と
言う奨学金を運営している公益財団法人があります。日本の創設者の米山梅吉さんの名前
を取って米山奨学会を運営しています。　会員になると職業分類があり、ロータリークラ
ブは自分の職業を全うすると奉仕になるという考えがあり、年に 1 回、会員情報を変更す
ることができます。　クラブに入ると年会費として寄付金が 4 万円、クラブ運営費に 20 万
円かかります。他に奉仕活動費にニコニコボックスとして会員１名 3 万円を目標に集めてい
ます。奉仕活動は４大奉仕があり、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕となります。そして四つのテストとして四つのキー
ワードがあります。1. 真実かどうか 2. みんなに公平か 3. 好意と友情を深めるか 4. みんなのためになるかどうか。基本的な概念な
ります。　そして、クラブには例会が開催されます。会員は出席の義務がありますが、別のクラブの例会にでても出席扱いになります。
ニコニコボックスですが年間 3 万円一人 3 万円くらいを目処に拠出し、奉仕活動資金として使っています。以上がロータリークラ
ブの活動となりますが、詳しくは MyRotary を参照してください。

ロータリー特別月間　2 月：平和と紛争予防／紛争解決月間



つくば学園ロータリークラブ 楽しく活動・そして街のために！
〒 305-0051 茨城県つくば市二の宮 1-10-1 ヴェルドミール 105 号室 
電話 029-858-0100 FAX 029-858-0101

例会日：木曜日　１２：３０〜１３：３０
例会場：オークラフロンティアホテルつくば
茨 城 県 つ く ば 市 吾 妻 １ 丁 目 １ ３ ６ ４ － １
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無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して

プログラム予告

つくばオールロータリアン FaceBook 同好会は、つくばの３クラブのロータリアンとローターアクト、インターアクトの 情報
などを FaceBook 上で共有しています。皆様、ぜひご活用ください。

つくば学園・つくばシティ・つくばサンライズ・ローターアクト
公開 https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts
非公開 https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts 公開 QR コード 非公開 QR コード

友好クラブ
第 2650 地区
京都山城ロータリークラブ

つくば学園ロータリークラブ
ホームページもご覧ください
http://www.46gama.com/
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2018-19 年度　RI テーマ
BE THE INSPIRATION

http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/

https://www.rotary.org/ja

2018-19 年度　高橋賢吾ガバナー　地区スローガン　

ロータリーの心と力を地域社会へ
http://www.rid2820.jp/

４つのテスト
 １．真実かどうか
 ２．みんなに公平か
 ３．好意と友情を深めるか
 ４．みんなのためになるかどうか

無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して

会員数 出席数 欠席数 無断欠席数 出席免除数 メイクゲスト 出席率

90 65 25 5 1 2 75.28%

プログラム予告
02 月 21 日 12:30 〜 13:30 例会 IM（インターシティミーティング）準備例会
02 月 23 日 14:00 〜 19:00 移動例会 第 6 分区　IM テーマ：「ロータリーの心と力を地域社会へ」
    会　場：オークラフロンティアホテルつくば
02 月 28 日   休会（2/23 へ振替の為）
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