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　2015 年 11 月 5 日　第 2624 回例会
◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　国歌斉唱

◇　ロータリーソング 『奉仕の理想』

◇　四つのテスト唱和

◇　ゲスト ・ ビジター紹介

◇ 国際ロータリー会長
　　　K.R.″ラビ” ラビンドラン（COLOMBO RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　田中　賢三（茅ヶ崎 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　岡　昌憲（横須賀 RC)
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓星野　　雄
　　　副 会 長︓松崎　貞男
　　　幹　　事︓鈴木　正孝
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓笠倉　正弘
　　　副委員長︓藤　喜代司
　　　委　　員︓長瀬　六朗　　奥山　浩司
◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘
◇ 例会場　三浦商工会議所 3 階ホール
　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎２丁目２２番 1６号
◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346
◇ website　http://www.miura-rc.jp

2624-1

　先週はガバナー公式訪問でした。
先週欠席の会員も居られるので報告
を兼ねてお話ししますと、午前約1
時間半三浦の三役へのご指導の時を
持ち午後は例会での卓話からさらに
1時間の懇談の機会を与えられまし
た。ガバナーは3年前から1年毎に
デジグネイト（指名任命された）、ノ
ミニー（任命指名された人）エレクト（選ばれた当選した）
と長い助走の期間がありその立場により地区のセミナー

 会長報告　　星野　雄　会長　　

などでご挨拶されたりするのを聞く事がありますがやは
り改まって一定の時間相対でお話を伺うのにはかないま
せん。率直な感想ですが失礼を顧みず申し上げますと、
非常な勉強家、真面目、素直、正直、熱心、でもありの
ままの自然体でさらにとぼけた所もありで幅の広い人柄
という印象を受けました。色々なアドバイスを頂きまし
たがクラブの組織表に関しても先に組織が有りそれに無
理に会員を張り付けるのではなく、まず会員ありでそこ
に組織を割り振ったほうが良いし実際活動をしていない
組織は整理統合をしたら良いとの事でした。アドバイス
を基に作成したものがお手元に配布した組織表です。例
会後の懇談会でも会員からの意見質問の時は活動計画書
を見て、顔写真が載っている人には確認しながら、写真
の無い会員の場合は巻末の会員名簿と照らし合わせなが
ら丁寧に答えていられたと感じました。アドバイスが地
区あるいはガバナーとして外部（上から）ではなくその
クラブにとって今あるいは今後どうなのかといったクラ
ブのレベルに入り込んだお話だったと思います。お話の
中での「５５周年を目指し会場も新築されるので会員３
０人を目標にする」を合言葉に頑張りたいと思います。
地区大会、公式訪問が終わり例会卓話は外部への特別依
頼は別として会員にお願いする段階となりました。例会
卓話は会員にとってもクラブにとってもレベルアップの
最重要項目の一つですぜひ有効に生かし共に階段を上が
りましょう。前回の卓話から時間のたっている会員から
順に依頼致しますので心しておいて下さい。

＊お誕生日お祝　　相澤　静夫 会員　Ｓ10.11.  9
　　　　　　　　　鈴木　明徳 会員　Ｓ32.11.  1
　　　　　　　　　佐藤　周一 会員　Ｓ25.11.25

　　　　

 幹事報告
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 出席報告　　　　　　　　　　　岩野　明 会員
・会員総数：25名
    本日出席：14名　欠席：11名
　 出席率 56%　　　　　　　　　
・MAKE UP　
　 芹川直行（地区セミナー）
　 喜村裕一（SAA打合せ）
　 松崎貞男、高木　巌、芹川直行、星野　雄
　 鈴木正孝、鈴木康仁、菊池　恵、藤喜代司
　 岩野　明（公式訪問打合せ）
　により、出席率は 100％となります。

 ニコニコ BOX 報告　　　　　　岩野　明 会員
ニコニコ BOX 集計報告

 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 13,000 円    132,000 円 145,000 円
財      団 3,000 円   34,000 円 37000 円
ポ  リ  オ 0 円   11,000 円 11,000 円
米　　山 6,000 円   44,000 円 50,000 円
周　　年 0 円   3,000 円 3,000 円
　 計 22,000 円   224,000 円 246,00 円
・星野　雄　喜村会員、本日卓話楽しみにしています。
・鈴木正孝　喜村さん、卓話楽しみにしています。
・高木　巌　キムラさん、卓話きたいしてます。
・相沢静夫　誕生日祝いのお礼。長期欠席のお詫び。
・鈴木康仁　木村支店長の卓話楽しみにしています。
　昨日は渡辺PG元補佐と共に同窓会に行ってきました。
・菊池　恵　本日、保護司の会議の為早退させていた
　だきます。
・藤喜代司　喜村さん、卓話楽しみにしております。
・奥山浩司　喜村会員、卓話楽しみにしています。

● 社会奉仕委員会　＜お芋ほり例会について＞　

＊入会月お祝　　　菱沼　国男 会員（2014）
＊地区より
　・ガバナー公式訪問を終えて
　・疾病予防と治療月間リソース案内
　・麻薬
　・覚醒剤乱用防止月間神奈川県大会開催案内
＊１１月例会案内　横須賀南西 RC
＊週報　横須賀南西 RC

（10 月 1日開催分）＜地理＞
中国の地図が広くて大きな鶏のみたい形です。私の故郷は山
東省というところです。山東省の面積が16万km²ぐらい全
国の町中に１９位になります。人口が9500万人ぐらいです。
全国で２位になります。人口密度が591 人 /km²ぐらい に

なります。人が凄く多いです。
＜景色＞
山東省には、美しい山や川、湖沼が多です。泰山、嶗山、昆
■山、蒙山、盧山、厓山といった有名な山々と1万3000件
以上の建築や史跡があります。山東省の山で泰山が一番有名
で、高さは1,545m。道教の聖地です。五岳独尊と言われ、
五岳でもっとも尊いとされる。ユネスコの世界遺産（複合遺
産）にも登録されている。泰山に登る階段が約7,000段の
階段があります。自力で登山すると速度によって、５から
10時間がかかります。
山東省の済南市が「泉城（泉の都）」と称されです。済南には、
良質の水の湧き出す泉が100泉以上あり、その中でも「済
南72泉」がよく知られています済南市のシンボル塔やその
横にある噴水が音楽に合わせて噴き出る。光景は最高です。
＜有名人＞
戦国時代すごく有名な中国の儒学者と軍事思想がいました。
仁（人間愛）と礼（規範）に基づく理想社会の実現』主張す
る（論語） 孔子です。人間は生まれながらにして善であると
いう思想と主張する孟子です。
今では、活躍している有名なアクションの俳優ジャッキー・
チェン、私は大ファンで、小さい頃からずっとジャッキー・
チェンの映画をを見て育てきました。子供のときにジャッ
キー・チェンさんの動きを真似しました。
范 冰冰。すごく綺麗な女性です。中国で活躍している女優
さんであり歌手でもある女性です。松下電器などCM出演し
ています。わたしと同じ高校です。いつも高校でファンさん
の写真を見えています。ファンさんが日中合作映画『墨攻』
に出演しました。
2005年から2009年まで、煙台市第一高校で3年間の勉強
をしました。朝６：３０から夜20：40まで、日々�り返さ
れた受験生活が続いていました。その中で一番印象残された
のは高校�代の寮です。中国の寮と日本の寮が違うところが
あります。日本の学生寮は一人ひとり部屋で分かれています。
中国の学生寮は一つ部屋で何人がいます。このような寮内で
学生達は一日の授業以外の自由時間です。長い時間を友人と
寮で一緒の生活を送った学生同士は仲が深まるようです。
学生時代に最も力を入れて取り組んだこと
一人乗りバイオ電気自動車を作ることです。大学3年生から、
研究室に入って自動車のステアリング設計と製作を始めまし
た。最初は自動車に関する専門知識を足りなくて、部品の製
作も理解できない状態で悔しい思いをしました。このままで
はいけないと考え、先輩と友人に教えて頂きまた自分なりに
図書館を利用したり、学校の工房で製作作業の練習をしまし
た。今では、自分が担当したステアリングの製作が完成して、
千葉県で開催される大会に出場しました。
＜私の夢＞
日本の自動車部品メーカーに勤めることが決まり、学んだ知
識や自らの特技を生かし、世界の人々に賞賛されるものを開
発したいと思っています。そして設計開発の経験を持ちなが
ら、国と国の間の技術交流に貢献したい、自動車の進化に貢
献したいと考えています。　　
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児童労働は何歳までか（国際条約や法律により異なる
が）12歳未満が軽い労働をする。15歳未満が義務教
育を受けずに働く。18歳未満が危険、有害、「最悪の
形態」と言われる労働をする。「最悪の形態」と言わ
れる労働とは、強制労働、人身売買、売春ポルノ、戦
争犯罪、薬物の生産、取引など不正な活動。児童労働
の人数１億６８００万人、男 1億人、女６８００万人。
世界の子ども（5歳から 17歳の９人に１人約１割が
児童労働をしている。児童労働はその５８．６％が農
業分野、３２．３％がサービス業分野、７．２％が工
業分野となっている。データの取り方によるのかもし
れませんが兵士人身売買等の危険労働は 8500 万人で
全児童労働１億６８００万人の半分という記述もあり
ました。具体的な児童労働では、ブラジル、エルサル
バドルではさとうきび畑、インドは綿花、ガーナでは
カカオ、その他の項目では紅茶、レアメタル、コーヒー、
ゴム、タバコ、食塩、漁業、産業廃棄物の分別、路上
の物売り、車の窓ふき、市場での運搬、家事使用人、
縫製工場、マッチ製造、エビ加工洋服飾りのビーズの
縫い付け、インド、パキスタンのサッカーボール縫い。
ACE のページでは 2002 年日韓ワールドカップの１年
前にインドから現地のNGOの協力でソニアさんとい
う 15歳の少女が来日しました、母が病気で父がその
看病という状況で 5歳からサッカーボールを朝７時か
ら夕方５時まで縫う仕事で１日に２個出来る、サッ
カーボールは３２面の非常に硬い人工皮革のパネルを
縫い合わせていく物で 1個のボール完成で 15円、当

然学校には行けないしかも７歳で失明、来日した時に
サッカーボ－ルは大人が正当な賃金をもらって作った
物を使用してください、子供は学校へ行くべきですそ
のためにどうか協力してください、と言った。これを
きっかけにワールドカップキャンペーンとしてサッ
カーボールの児童労働に反対の運動を実施多くのメ
ディアの関心を呼んだ。その他のページでは GAPの
インドでの下請け工場、サムスン電子の中国工場、ウォ
ルト・ディズニーカンパニーのブランドグッズの世界
各地での下請け工場、ウズベキスタンの綿花産業は国
家の意図的な政策として強制児童労働を行っている。
ACE の説明では１口１００円の寄付（基金）でインド
では給食３食分、ガーナではノート 5冊分、別の団体
「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」のページの説
明では 1500 円でエチオピアの子供の 1年分の教科書
および筆記用具、パキスタンでは子供の机と椅子とな
る、3000 円でバングラディッシュの教師の１ヶ月分
の給料がまかなえる。日本の森永では今年１月からミ
ルクチョコレートにガーナの村で収穫したカカオで
作った 1チョコフォア１スマイルと言う売上の１部が
子どもの生活支援になる寄付付き商品も発売。世界の
軍事費の４．５日分で世界中の子供に教育を提供でき
る、という記述もあった。日本の法律は日本国憲法　
26条　教育を受ける権利、労働基準法、児童買春、
児童ポルノ禁止法、教育基本法、学校教育法等により
児童は保護されている。
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　だきます。
・藤喜代司　喜村さん、卓話楽しみにしております。
・奥山浩司　喜村会員、卓話楽しみにしています。

● 社会奉仕委員会　＜お芋ほり例会について＞　

＊入会月お祝　　　菱沼　国男 会員（2014）
＊地区より
　・ガバナー公式訪問を終えて
　・疾病予防と治療月間リソース案内
　・麻薬
　・覚醒剤乱用防止月間神奈川県大会開催案内
＊１１月例会案内　横須賀南西 RC
＊週報　横須賀南西 RC

（10 月 1日開催分）＜地理＞
中国の地図が広くて大きな鶏のみたい形です。私の故郷は山
東省というところです。山東省の面積が16万km²ぐらい全
国の町中に１９位になります。人口が9500万人ぐらいです。
全国で２位になります。人口密度が591 人 /km²ぐらい に

なります。人が凄く多いです。
＜景色＞
山東省には、美しい山や川、湖沼が多です。泰山、嶗山、昆
■山、蒙山、盧山、厓山といった有名な山々と1万3000件
以上の建築や史跡があります。山東省の山で泰山が一番有名
で、高さは1,545m。道教の聖地です。五岳独尊と言われ、
五岳でもっとも尊いとされる。ユネスコの世界遺産（複合遺
産）にも登録されている。泰山に登る階段が約7,000段の
階段があります。自力で登山すると速度によって、５から
10時間がかかります。
山東省の済南市が「泉城（泉の都）」と称されです。済南には、
良質の水の湧き出す泉が100泉以上あり、その中でも「済
南72泉」がよく知られています済南市のシンボル塔やその
横にある噴水が音楽に合わせて噴き出る。光景は最高です。
＜有名人＞
戦国時代すごく有名な中国の儒学者と軍事思想がいました。
仁（人間愛）と礼（規範）に基づく理想社会の実現』主張す
る（論語） 孔子です。人間は生まれながらにして善であると
いう思想と主張する孟子です。
今では、活躍している有名なアクションの俳優ジャッキー・
チェン、私は大ファンで、小さい頃からずっとジャッキー・
チェンの映画をを見て育てきました。子供のときにジャッ
キー・チェンさんの動きを真似しました。
范 冰冰。すごく綺麗な女性です。中国で活躍している女優
さんであり歌手でもある女性です。松下電器などCM出演し
ています。わたしと同じ高校です。いつも高校でファンさん
の写真を見えています。ファンさんが日中合作映画『墨攻』
に出演しました。
2005年から2009年まで、煙台市第一高校で3年間の勉強
をしました。朝６：３０から夜20：40まで、日々�り返さ
れた受験生活が続いていました。その中で一番印象残された
のは高校�代の寮です。中国の寮と日本の寮が違うところが
あります。日本の学生寮は一人ひとり部屋で分かれています。
中国の学生寮は一つ部屋で何人がいます。このような寮内で
学生達は一日の授業以外の自由時間です。長い時間を友人と
寮で一緒の生活を送った学生同士は仲が深まるようです。
学生時代に最も力を入れて取り組んだこと
一人乗りバイオ電気自動車を作ることです。大学3年生から、
研究室に入って自動車のステアリング設計と製作を始めまし
た。最初は自動車に関する専門知識を足りなくて、部品の製
作も理解できない状態で悔しい思いをしました。このままで
はいけないと考え、先輩と友人に教えて頂きまた自分なりに
図書館を利用したり、学校の工房で製作作業の練習をしまし
た。今では、自分が担当したステアリングの製作が完成して、
千葉県で開催される大会に出場しました。
＜私の夢＞
日本の自動車部品メーカーに勤めることが決まり、学んだ知
識や自らの特技を生かし、世界の人々に賞賛されるものを開
発したいと思っています。そして設計開発の経験を持ちなが
ら、国と国の間の技術交流に貢献したい、自動車の進化に貢
献したいと考えています。　　
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児童労働は何歳までか（国際条約や法律により異なる
が）12歳未満が軽い労働をする。15歳未満が義務教
育を受けずに働く。18歳未満が危険、有害、「最悪の
形態」と言われる労働をする。「最悪の形態」と言わ
れる労働とは、強制労働、人身売買、売春ポルノ、戦
争犯罪、薬物の生産、取引など不正な活動。児童労働
の人数１億６８００万人、男 1億人、女６８００万人。
世界の子ども（5歳から 17歳の９人に１人約１割が
児童労働をしている。児童労働はその５８．６％が農
業分野、３２．３％がサービス業分野、７．２％が工
業分野となっている。データの取り方によるのかもし
れませんが兵士人身売買等の危険労働は 8500 万人で
全児童労働１億６８００万人の半分という記述もあり
ました。具体的な児童労働では、ブラジル、エルサル
バドルではさとうきび畑、インドは綿花、ガーナでは
カカオ、その他の項目では紅茶、レアメタル、コーヒー、
ゴム、タバコ、食塩、漁業、産業廃棄物の分別、路上
の物売り、車の窓ふき、市場での運搬、家事使用人、
縫製工場、マッチ製造、エビ加工洋服飾りのビーズの
縫い付け、インド、パキスタンのサッカーボール縫い。
ACE のページでは 2002 年日韓ワールドカップの１年
前にインドから現地のNGOの協力でソニアさんとい
う 15歳の少女が来日しました、母が病気で父がその
看病という状況で 5歳からサッカーボールを朝７時か
ら夕方５時まで縫う仕事で１日に２個出来る、サッ
カーボールは３２面の非常に硬い人工皮革のパネルを
縫い合わせていく物で 1個のボール完成で 15円、当

然学校には行けないしかも７歳で失明、来日した時に
サッカーボ－ルは大人が正当な賃金をもらって作った
物を使用してください、子供は学校へ行くべきですそ
のためにどうか協力してください、と言った。これを
きっかけにワールドカップキャンペーンとしてサッ
カーボールの児童労働に反対の運動を実施多くのメ
ディアの関心を呼んだ。その他のページでは GAPの
インドでの下請け工場、サムスン電子の中国工場、ウォ
ルト・ディズニーカンパニーのブランドグッズの世界
各地での下請け工場、ウズベキスタンの綿花産業は国
家の意図的な政策として強制児童労働を行っている。
ACE の説明では１口１００円の寄付（基金）でインド
では給食３食分、ガーナではノート 5冊分、別の団体
「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」のページの説
明では 1500 円でエチオピアの子供の 1年分の教科書
および筆記用具、パキスタンでは子供の机と椅子とな
る、3000 円でバングラディッシュの教師の１ヶ月分
の給料がまかなえる。日本の森永では今年１月からミ
ルクチョコレートにガーナの村で収穫したカカオで
作った 1チョコフォア１スマイルと言う売上の１部が
子どもの生活支援になる寄付付き商品も発売。世界の
軍事費の４．５日分で世界中の子供に教育を提供でき
る、という記述もあった。日本の法律は日本国憲法　
26条　教育を受ける権利、労働基準法、児童買春、
児童ポルノ禁止法、教育基本法、学校教育法等により
児童は保護されている。
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　2015 年 11 月 5 日　第 2624 回例会
◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　国歌斉唱

◇　ロータリーソング 『奉仕の理想』

◇　四つのテスト唱和

◇　ゲスト ・ ビジター紹介

◇ 国際ロータリー会長
　　　K.R.″ラビ” ラビンドラン（COLOMBO RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　田中　賢三（茅ヶ崎 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　岡　昌憲（横須賀 RC)
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓星野　　雄
　　　副 会 長︓松崎　貞男
　　　幹　　事︓鈴木　正孝
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓笠倉　正弘
　　　副委員長︓藤　喜代司
　　　委　　員︓長瀬　六朗　　奥山　浩司
◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘
◇ 例会場　三浦商工会議所 3 階ホール
　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎２丁目２２番 1６号
◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346
◇ website　http://www.miura-rc.jp
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　先週はガバナー公式訪問でした。
先週欠席の会員も居られるので報告
を兼ねてお話ししますと、午前約1
時間半三浦の三役へのご指導の時を
持ち午後は例会での卓話からさらに
1時間の懇談の機会を与えられまし
た。ガバナーは3年前から1年毎に
デジグネイト（指名任命された）、ノ
ミニー（任命指名された人）エレクト（選ばれた当選した）
と長い助走の期間がありその立場により地区のセミナー

 会長報告　　星野　雄　会長　　

などでご挨拶されたりするのを聞く事がありますがやは
り改まって一定の時間相対でお話を伺うのにはかないま
せん。率直な感想ですが失礼を顧みず申し上げますと、
非常な勉強家、真面目、素直、正直、熱心、でもありの
ままの自然体でさらにとぼけた所もありで幅の広い人柄
という印象を受けました。色々なアドバイスを頂きまし
たがクラブの組織表に関しても先に組織が有りそれに無
理に会員を張り付けるのではなく、まず会員ありでそこ
に組織を割り振ったほうが良いし実際活動をしていない
組織は整理統合をしたら良いとの事でした。アドバイス
を基に作成したものがお手元に配布した組織表です。例
会後の懇談会でも会員からの意見質問の時は活動計画書
を見て、顔写真が載っている人には確認しながら、写真
の無い会員の場合は巻末の会員名簿と照らし合わせなが
ら丁寧に答えていられたと感じました。アドバイスが地
区あるいはガバナーとして外部（上から）ではなくその
クラブにとって今あるいは今後どうなのかといったクラ
ブのレベルに入り込んだお話だったと思います。お話の
中での「５５周年を目指し会場も新築されるので会員３
０人を目標にする」を合言葉に頑張りたいと思います。
地区大会、公式訪問が終わり例会卓話は外部への特別依
頼は別として会員にお願いする段階となりました。例会
卓話は会員にとってもクラブにとってもレベルアップの
最重要項目の一つですぜひ有効に生かし共に階段を上が
りましょう。前回の卓話から時間のたっている会員から
順に依頼致しますので心しておいて下さい。

＊お誕生日お祝　　相澤　静夫 会員　Ｓ10.11.  9
　　　　　　　　　鈴木　明徳 会員　Ｓ32.11.  1
　　　　　　　　　佐藤　周一 会員　Ｓ25.11.25

　　　　

 幹事報告
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 出席報告　　　　　　　　　　　岩野　明 会員
・会員総数：25名
    本日出席：14名　欠席：11名
　 出席率 56%　　　　　　　　　
・MAKE UP　
　 芹川直行（地区セミナー）
　 喜村裕一（SAA打合せ）
　 松崎貞男、高木　巌、芹川直行、星野　雄
　 鈴木正孝、鈴木康仁、菊池　恵、藤喜代司
　 岩野　明（公式訪問打合せ）
　により、出席率は 100％となります。

 ニコニコ BOX 報告　　　　　　岩野　明 会員
ニコニコ BOX 集計報告

 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 13,000 円    132,000 円 145,000 円
財      団 3,000 円   34,000 円 37000 円
ポ  リ  オ 0 円   11,000 円 11,000 円
米　　山 6,000 円   44,000 円 50,000 円
周　　年 0 円   3,000 円 3,000 円
　 計 22,000 円   224,000 円 246,00 円
・星野　雄　喜村会員、本日卓話楽しみにしています。
・鈴木正孝　喜村さん、卓話楽しみにしています。
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・相沢静夫　誕生日祝いのお礼。長期欠席のお詫び。
・鈴木康仁　木村支店長の卓話楽しみにしています。
　昨日は渡辺PG元補佐と共に同窓会に行ってきました。
・菊池　恵　本日、保護司の会議の為早退させていた
　だきます。
・藤喜代司　喜村さん、卓話楽しみにしております。
・奥山浩司　喜村会員、卓話楽しみにしています。

● 社会奉仕委員会　＜お芋ほり例会について＞　

＊入会月お祝　　　菱沼　国男 会員（2014）
＊地区より
　・ガバナー公式訪問を終えて
　・疾病予防と治療月間リソース案内
　・麻薬
　・覚醒剤乱用防止月間神奈川県大会開催案内
＊１１月例会案内　横須賀南西 RC
＊週報　横須賀南西 RC

（10 月 1日開催分）＜地理＞
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バドルではさとうきび畑、インドは綿花、ガーナでは
カカオ、その他の項目では紅茶、レアメタル、コーヒー、
ゴム、タバコ、食塩、漁業、産業廃棄物の分別、路上
の物売り、車の窓ふき、市場での運搬、家事使用人、
縫製工場、マッチ製造、エビ加工洋服飾りのビーズの
縫い付け、インド、パキスタンのサッカーボール縫い。
ACE のページでは 2002 年日韓ワールドカップの１年
前にインドから現地のNGOの協力でソニアさんとい
う 15歳の少女が来日しました、母が病気で父がその
看病という状況で 5歳からサッカーボールを朝７時か
ら夕方５時まで縫う仕事で１日に２個出来る、サッ
カーボールは３２面の非常に硬い人工皮革のパネルを
縫い合わせていく物で 1個のボール完成で 15円、当

然学校には行けないしかも７歳で失明、来日した時に
サッカーボ－ルは大人が正当な賃金をもらって作った
物を使用してください、子供は学校へ行くべきですそ
のためにどうか協力してください、と言った。これを
きっかけにワールドカップキャンペーンとしてサッ
カーボールの児童労働に反対の運動を実施多くのメ
ディアの関心を呼んだ。その他のページでは GAPの
インドでの下請け工場、サムスン電子の中国工場、ウォ
ルト・ディズニーカンパニーのブランドグッズの世界
各地での下請け工場、ウズベキスタンの綿花産業は国
家の意図的な政策として強制児童労働を行っている。
ACE の説明では１口１００円の寄付（基金）でインド
では給食３食分、ガーナではノート 5冊分、別の団体
「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」のページの説
明では 1500 円でエチオピアの子供の 1年分の教科書
および筆記用具、パキスタンでは子供の机と椅子とな
る、3000 円でバングラディッシュの教師の１ヶ月分
の給料がまかなえる。日本の森永では今年１月からミ
ルクチョコレートにガーナの村で収穫したカカオで
作った 1チョコフォア１スマイルと言う売上の１部が
子どもの生活支援になる寄付付き商品も発売。世界の
軍事費の４．５日分で世界中の子供に教育を提供でき
る、という記述もあった。日本の法律は日本国憲法　
26条　教育を受ける権利、労働基準法、児童買春、
児童ポルノ禁止法、教育基本法、学校教育法等により
児童は保護されている。
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