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【式次第】 12:00～13:00 

1．司会進行          鷲澤 充代      幹事 

2．開会点鐘          古山 真紀子    会長 

3． ロータリーソング        「手に手つないで」 

4． ゲスト・ビジター紹介     吉田 秀樹      会員 

元国際連合開発計画 職員   田中 美樹子 様 

東京保谷ロータリークラブ    遠藤 直樹  様 

東京保谷ロータリークラブ 会長エレクト 前田 貴光 様 

 

5． ニコニコ報告             高橋 由珠    会員  

・東京保谷ロータリークラブ 遠藤直樹様 「本日はよろしく

お願い致します」 

・東京保谷ロータリークラブ 会長エレクト 前田貴光様 

「本日は宜しくお願い致します。勉強させて頂きます」 

・古山真紀子会長 「田中さん、本日はどうぞよろしくお願

いします。東京保谷 RCのみなさま、ようこそおこし下さい

ました」 

・尾崎由比子会員 「田中様、卓話を楽しみにしておりま

す。遠藤さん、前田さん、共に頑張りましょう」 

・逸見圭朗会員 

 

 

6． 会長挨拶             古山 真紀子   会長 

 

本日二名がオンライン参加。皆様も出張や体調が悪い時

などは是非ご活用下さい。 

 

先月 19日張さんと数人のメンバーで鎌倉へ、久しぶりに

親睦会を開催した。次回 16日の例会が張さんの最終参

加日。 

今月末には池袋で張さんを囲み、中華ナイト食事会を開

催予定。 30日 18時スタート、ぜひご参加下さい。 

張さんにお渡しする寄せ書き、本日中に私の方にお渡し

下さい。 

 

お手元に直近の今後の予定表と委員会一覧を配布。委

員会メンバーとして新たに逸見さん清水さんが加わってい

る。 

 

次回 3月 16日の例会後に 30分～1時間程、委員会の

内容、4月 6日の地区研修会に関して話し合いの場を持

つので、時間調整をお願いします。 

本日はビジターとして久しぶりに 保谷ロータリークラブより

2名ご参加いただいている。 

ご挨拶をお願いします。 

 

東京保谷ロータリークラブ        遠藤 直樹  様 

本日はありがとうございます。今、地区でクラブ運営支援の

委員を行っている。以前クラブ奉仕でご一緒させて頂いた

ことがある。本日は、田中さんの卓話を楽しみにしている。

素晴らしい会場と素晴らしいお食事、活動的な雰囲気が

伝わってくる。東京保谷クラブは年齢の高い方もおり、バラ

ンスの良いクラブを目指し勉強をしている。よろしくお願い

致します。 

東京保谷ロータリークラブ 会長エレクト 前田 貴光 様 

次年度会長の前田です。立派なお食事・立派な会場、助

成の会員も多く若々しい。規模は丸の内 RC と同じ位だ

が、行き詰まりも感じている。若手の中では 70 クラブのメ

ーキャップを目指すという意見も出ている。 

色々な影響を受けながら、活動を進めていきたい。 

本日はよろしくお願い致します。 

 

 

丸の内 RC も少人数ではあるが、機動性が高いのも特徴。

前田様がおっしゃるように、私自身も積極的にメーキャップ

に取り組みたいと思っている。保谷さんにもうかがいたいと

思う。 

 

本日の卓話者を私からご紹介させて頂く。 

開発の分野において、世界で活躍されている田中美樹子

さん。 

メンバーの逸見さん、事務局の桑原さんとともに田中さん

は私の高校の同級生。大学時代にタイの農村の支援を行

っていた記憶がある。開発に興味があるのだな・・と当時か

ら感じていた。 

 

その後、国連の開発カントリーディレクターとして東チモー

ルにも行かれている。 

機会があり東チモールの大臣とお話をした際にも、『美樹

子さんね・・』と話題になった。 

 



日本の国連開発計画の事務所へ行った際にも、当時田中

さんがブルネイに在中していた頃だったが、『活躍している

日本人が少ないのでよく知っている』との話を聞いた。とて

も友人として誇りを感じた。 

 

ロシアのウクライナ侵攻に対して、何か丸の内 RC でも出

来ればと考えている。 

ロシアが国連安全保障理事会の常任理事国であることに

より注目度は高いが、世界では他にも規模が小さくとも

日々紛争が起きている。 

パレスチナとイスラエルの衝突は有名。 

 

2015年からイエメンにおいても内戦が続いている。 

世界最悪の人道危機が起きているとも言われている。 

イエメン駐在中に内戦が勃発し、ミサイル攻撃を逃れ、他

国に非難したという経歴を持っていらっしゃる田中さん。 

内戦の中でも避難できず生活をしている人がいる。    

その方々についてもお話いただく。 

 

後程の卓話、楽しみにしています。よろしくお願いします。 

 

 

7．幹事報告             鷲澤 充代    幹事 

 

ロータリー希望の風奨学金のお知らせ。          

東日本大震災に係る支援。詳細に関しては、古山会長よ

りメールでお知らせ予定。 

ご支援をぜひよろしくお願いいたします。 

 

 

8．卓話  

 

ご紹介いただいた田中美樹子です。 

昨年 9月に国連からは離れているが、記憶に強く残って

いるというより心残りがある。 

開発協力の分野で、2013年末から 2016 年 7月迄駐在し

ていた。私にとっては今から 6年前の経験ではあるが、イ

エメンの方々にとっては現在も進行中であり、とても悲惨な

状況が続いている。 

写真を交えながらご紹介したいと思う。 

 

 

地理： 

アラビア半島の南西側にイエメンがある。 

地政学的にアジア・アフリカ中近東のはざまアーデンという

イギリス領の港町がある。 モカコーヒーの由来になってい

るのが港町モカ・・交易の中心地。 

海路はスエズ運河があり、重要な拠点。シージャックや海

賊の犯罪もある。 

人口は 2800万人。 

 

 

中世史： 

国として成り立ったのは最近だが、旧約聖書に出て来る歴

史ある国。紀元前 11世紀から交易の中心地であった。 

イエメン人の誇りはムハンマドがイスラム教を起こした時、

それを最初に受け入れた事。 

部族社会であり、大国のペルシャやオスマントルコ等に侵

略された歴史がある。 

 

 

近代史： 

1962年北が独立、南は植民地だった時期を経て 67年に

社会主義の国となり、以後北と南が 1990年に統一され

る。当時、北のサレ―大統領が実質的に南を押しつぶし、

紛争が絶えない状況にあった。 

 

2011年にはアラブの春がチュニジアを発端に発生した。

イエメンでも独裁政治に若者達や市民団体が抗議してデ

モを行う。その後、サレー大統領が撤退することになる。 

 

2012年選挙でハーディー大統領が選出され、イエメンの

今後の方針に関して（政治改革や民主化に向けてサポー

トする為）、国連が仲介に入り 1年以上対話を行った。 

私自身の所属していた UNDPは、雇用創出など経済の発

展に向けての活動に関わってきた。 

 

弾圧されていた中、北の部族ホーシー派が国民対話で合

意された連邦制に合意できず、武装行使を始め 2014年

9月にクーデター起こす。 

当時国連の仲裁、さらに常任理事国や地域の湾岸諸国も

仲裁に入り改革に関わったが、交渉は失敗し最終的には

戦争になってしまった。 

 

今も続いてるハーディ政権は合法的な政府だが、現在は

政治亡命しサウジアラビアの首都リアドにいる。国内で実

質的な力を持っているのがホーシー派という状況が続いて

いる。 

サウジアラビアの影響力は大きく、ホーシー派はイランにも

支持されているといわれている。国内だけでは解決できな

い状況。国連では残念ながら戦争を防げなかった。 

 

 

写真解説 

 

イエメンの風土・文化： 

・イエメンはとても綺麗な国。首都のサランには美しいモス

クが建っている。高度 2000 M 程の高地にある。 

 

・山と砂漠が多く、土で作られた当時の高層ビルや山の上

に要塞も数多くみられる。 

 

・アーデンの沖合のフラミンゴ。 

 

・日本がユニセフを通して学校支援をしていた為、林日本

大使が記念式典に訪れていた時の写真。 

 

・サナ―の旧市街でユネスコの世界文化遺産登録。 

 

元 国際連合開発計画 

職員 

 田中 美樹子 様 
 

 「イエメン戦争を生き抜く人たち」 



・今でも人が住んでいるその建築物には 600年～700年  

前のものもあり美しい。 

 

・ステンドグラスやアーチ上の柱やドア、アラバスタという明

かり。 

 

・現代の家の中も伝統的な保存方法が可能な建付けにな

っている。 

 

・正式な服装品として男性はナイフ入れ（ザンビア）を身に

つけている。 

 

・伝統的な嗜好品として、カートという覚醒作用のある葉タ

バコ。戦いの最中でも 2時になると休戦となり葉タバコを

嗜む習慣がある。 

 

・伝統的な弦楽器を弾く訳の演奏家。 

 

・蜂蜜が美味しくてアラブ地域では有名。デザートにして

大皿から取り合う。 

 

・アフリカ系の人が多く、多くの人種がいる多国籍。 

 

 

駐在時の内戦の歴史： 

・ホーシー派はサーダ出身の部族。反イスラエル・反アメリ

カブランドの不買運動。 

 

・サーダ県内に作られた厳格な原理主義派のグループ、

サラティスト（アルカイダやアイシスの人員を養成していると

言われている）、アメリカ等はドローンで攻撃、銃撃戦の主

要 ターゲットの一つになっていた。 

 

・2014 年 9月 24日 ホーシー派がサナーを攻めハーディ

ー大統領内閣が辞任した夜、花火が上がった時の様子 

 

・事務総長の特別顧問。色々な仲介を行っていた中心人

物。 

 

・7月に戻った際、爆撃を受けて破壊されている空港。 

 

・自宅も破壊されており、アメリカ大使館が国連職員の居

住地としてホテルを提供。 

 

・戦争が始まってホーシー派に対し経済制裁が行なわれ

た。ガソリン等の不足によって人々の生活が逼迫してしま

う。 

 

・クーデターの場合、政府が逃げた後にホーシー派が政

権を握っても、司令組織がなくなる為、行政が機能しなく

なる。 

 

・インフラ関係が崩れ、普通の生活が阻まれてしまう。 

 

・水が配給車での支援になる。標高が高いため井戸も 1

キロ掘らないと出ない状況。 

 

・政府は何もできなかったがインドなどの国が飛行機のチ

ャーター機を出し、外国人優先だ がイエメン人の富裕層

は海外へ逃亡した。 

 

・日の丸の旗が破れてしまっている状況も印象的。 

 

・UNDPの事務所も間違って攻撃された。 

 

UNDPの活動内容： 

・アラブの春の頃紛争後、家がなくなり難民が多く出た状

況下で、復興の為に女性や若者の 起業を助けるプロジ

ェクトに関わった。 

 

・地雷除去の様子。2011年頃アルカイダのアラブ半島の

本拠地がイエメンにあった為、地雷が多く仕掛けられた。 

 

・民主化へ向けて、選挙の投票者の管理制度の強化に取

り組む。不正が生じないよう体制強化する活動も行なって

いた。 

 

・若者・女性向けのセミナーの開催。 

 

・プライムベクターで成功した女性による地域社会への貢

献。 

 

・関連死者数は 25万人超、2800 万の人口のうち 2000万

以上は人道支援を必要としている。 

 

・人間開発指数がボトム 10に入ってしまうほど、生活水準

が転落してしまった。 

・国連として防げなかったことが今でも悔やまれる。ウクライ

ナを見ていて、どうやったら 止められるのかを考えさせら

れる。 

 

 

質問： 

 

吉田会員：家の中の荷物はどのようにされたのか？ 

 

田中氏：近所に大使がおり、預かってもらったり、現地の人

に譲ったり、戻れることがわからなかったので処分をした。

最後は段ボール 15 ヶだけで戻ってきた。ものよりも命が大

切と実感をした。 

 

尾崎会員：今まで精力的に世界に出て平和維持の活動に

取り組まれていたが、今後は何をされたいですか。 

 

田中氏：個人的にはコーチングに興味がある。マネージャ

ーだったため、チームを引っ張る・まとめる手法を勉強した

いと思っている。 

平和構築にも大変心残りがある。その方面で勉強・ボラン

ティア活動なども模索している。  

日本も他人事ではない。万一の時の為に役に立てる様、

勉強をしたいと思っている。 

 

 

尾崎会員：ウクライナの状況を見てどのような感想を持た

れますか。 

 

田中氏：ウクライナ人の体験は想像を絶する状況だと思

う。第二次世界対戦を繰り返さないための世界安全保障

体制を根本から崩すような、常任理事国であるロシアの横

暴な行動は危機的状況。国連 193 ヶ国のメンバーには、

人権や平和を守るという責任がある。今日決議案が可決さ



れると思うが、棄権は容認と取られる。強硬姿勢を許すこと

が前例となってしまうことに危機感がある。 

 

 

9 ．今後の予定   古山 真紀子  会長  

 

写真を見てイエメンが美しいこと初めて知った。 

田中さんの強さ明るさ、何か起きても受け入れて前に進む

姿が素晴らしいと感じる。 

ボランティアに興味があるとのご意向を聞き、ご入会を心

待ちにしている。本日はありがとうございました。 

 

次回 16日は 30分～1時間程延長例会。          

4月 6日は合同例会、参加意向をご連絡いただきたい。 

 

 

10． 閉会点鐘   古山 真紀子 会長 

 

11 ． 写真撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                     

 

 

3月 16日 

第 96回例会 

12：00～13：00 

研修会 

13：00～13：30 

通常例会：農研機構・生物系特定産

業技術研究支援センター 

乙武 充 氏 

「昆虫に希望を託して」 

4月 6日 

第 97回例会 

千代田 6 クラブ 

合同例会 

 

開催時間： 12：30～13：30 

会場：帝国ホテル「孔雀東の間」 

創立日： 2017年 7月 24日 

認証日： 2018年 2月 26日 

認証式： 2018年 5月 28日 

事務局： 東京千代田区丸の内 2-3-2  郵船ビル 1F 

TEL：+81 3-5533-8846 

E-mail: marunouchi-rc@outlook.jp(事務局：桑原奈知子) 

URL： https://www.tokyomarunouchi-rc.com/ 

例会日： 第１・第３ 水曜日 

12時 00分 - 13時 00分 

例会場： 東京千代田区丸の内 2-1-1明治生命館 B1F 

   センチュリーコート丸の内 

(covid-19の期間中はオンライン例会の可能性あり) 

会 長： 古山真紀子  幹 事：鷲澤充代 


