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2015 年 8 月 20 日　第 2614 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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　８月６日は翌７日が移動夜間例会
のためと、13日が夏休みのため休
会となりこの会場での例会は７月３
０日以来３週間ぶりとなります。７
日の納涼夜間例会いかがでしたで
しょうか、風工房さんでの場所設定、
お料理等、高木親睦委員長に全てお
任せで楽しく過ごせたと思います。
ゲストとしてお見えの（株）ルナランドの藤田様とお
話しているうちに個人的な事ですが我社が６年ほど前

 会長報告　　星野　雄　会長　　

に三崎警察署そばの現在ローソンとなっている所に建
築材料販売部門が有りそこを閉鎖するにあたり使用し
ていた備品類を藤田様のところで購入して頂いた等全
く知らなかった事が分かり驚いたりしました。ぜひ入
会をとお勧め致しましたので後日お伺いしたいと思っ
ています。ウォーナンブール派遣学生が明日帰ってき
ます。クラブからのお土産が少しは役に立ったか、一
回り大きくなってくるか、子供たちの人生観に何らか
の影響を及ぼす体験となったか、次週に報告会です楽
しみですね。２２日（土）地区の米山奨学セミナーで
す、藤委員長出席予定で９月３日にその報告をして頂
きます。回覧に回っておりますが９月１４日（月）横
須賀南西 RCさんとの合同例会です、今年は南西 RC
が受け持ちで場所は「蟹甲羅」さん、会員数が三浦の
方が多いにもかかわらず南西の方が出席者が多く申し
訳なく感じています、他クラブとの合同例会は短時間
での親睦なのでなかなか深いところまでは理解できな
いかもしれませんがいわゆる積み重ねで「地区大会」
「地区協議会」エンドポリオなどの「合同キャンペーン」
等と同じようにＲＣに入った良さを分かる一助になる
事もあります。
ぜひご参加ください。ジャガイモ畑の長谷川元会員のか
ら昨日電話が有り芋の種が入荷して２１日（金）に畑を
貸してある渡辺さんが植えるとのことでした、急な話で
したがお時間のある方行ってみて下さい（今回は種植え、
草刈等は渡辺さんにすべてお任せしてあります）。

＊お誕生日お祝　
　　芹川直行会員 Ｓ31.8.  2　大石精一会員 S30.8. 5
　　奥山浩司会員 Ｓ28.8.15　吉野　哲会員 S40.8. 7

 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：13名　欠席：11名
　出席率 54.16%
・MAKE UP　なし
　により、出席率は 54.16％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 21,000 円    43,000 円 64,000 円
財      団 8,000 円   10,000 円 18,000 円
ポ  リ  オ 2,000 円   5,000 円 7,000 円
米　　山 8,000 円   1,1000 円 19,000 円
周　　年 1,000 円   0 円 1,000 円
　 計 40,000 円   69,000 円 109,00 円

・星野　雄　風工房さんでの納涼会楽しませて頂きま
　した。高木委員長お世話様でした。
　鈴木康仁会員、先日のセミナー、車同情させて頂き
　ありがとうございました。本日報告お願いします。
・高木　巌　風コウボウの食事会は楽しい行事になり
　ました。ありがとうございます
・芹川直行　①前回欠席のおわび。
　②誕生日のお祝いありがとうございます。
・鈴木康仁　本日卓話よろしくお願い致します。
　風工房は楽しかったけど温っかったですね。
・笠倉正弘　欠席がちと本日早退のおわび。

● 親睦委員会　＜南西 RCとの合同例会について＞
　　　　　　　　　　　　　　　  高木　巌 委員長

● 社会奉仕委員会　＜おいもの苗植えについて＞
　　　　　　　　　　　　　　  　鈴木康仁 委員長

● 社会奉仕セミナー報告　　鈴木康仁 会員
● 国際奉仕セミナー報告　　星野　雄 会員

＊入会月祝い　　大石精一会員　2007 年
＊地区より　
　　・ガバナー月信
　　・地区大会案内（別紙出欠回覧中）
　　・ソウル国際大会案内及びツアー紹介
　　・田中作次元ＲＩ会長贈呈本
　　・ロータリー奨学金案内
　　・８月の RI レート　１ドル１２４円
＊第１Ｇ三役会開催案内　　　　　　　　　　　　　
＊週報　　横須賀北ＲＣ、横須賀西ＲＣ
＊９月例会案内
　　横須賀ＲＣ、横須賀北ＲＣ，横須賀南西ＲＣ
＊ハイライトよねやま及び米山記念館賛助会員募集　
＊財団ニュース
＊三浦商工会議所優良従業員表彰協賛依頼
＊法人会三浦地区会
　米海軍第７艦隊バンドコンサート協賛による、
　　会長臨席案内及びチケット
　　（10枚ありますのでご希望の方は事務局まで。先着順にてお渡し）
＊ボーイスカウト横須賀地区協議会　会報

　７月２５日（土）土田委員長の
代わりに鈴木康仁社会奉仕委員長
の車に同乗させて頂き出席して来
ました。ACE（Action　against　
Child　Exploitation）「世界の子ど
もを児童労働から守るNGO」とい
う団体の方の話でした。
現在の日本では児童労働があまり
ピンと来ないかアルバイトとの混同と思う人もあると
思うので ACE さんのパンフや話とは別に私が ACE そ
の他のホームページから拾ったのを挙げると ACE は
1997 年 5人の学生が作り。おもにインドシナで活動
している。これまで１２００人以上の子を救っている。
9月の国連で持続可能な開発目標の草案に「2025 年
までに児童労働を終わらせる」が入る予定。児童労働
とは教育を受けることを妨げる労働健康的な発達を妨
げる労働（重いものを持たせる等）有害で危険な労働
（農薬、不衛生な工場、設備、鉱山、深海等）子供を
搾取する労働　（子供は大人の言いなりになる、報酬、
待遇があっていない不当な扱い）

・藤喜代司　夏バテしないように頑張りましょう。
・奥山浩司　鈴木さん卓話楽しみにしています。
・吉野　哲　50 歳になりました。奉仕の理想に向け、
　引き続きご指導お願い致します。
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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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　８月６日は翌７日が移動夜間例会
のためと、13日が夏休みのため休
会となりこの会場での例会は７月３
０日以来３週間ぶりとなります。７
日の納涼夜間例会いかがでしたで
しょうか、風工房さんでの場所設定、
お料理等、高木親睦委員長に全てお
任せで楽しく過ごせたと思います。
ゲストとしてお見えの（株）ルナランドの藤田様とお
話しているうちに個人的な事ですが我社が６年ほど前
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会をとお勧め致しましたので後日お伺いしたいと思っ
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ます。クラブからのお土産が少しは役に立ったか、一
回り大きくなってくるか、子供たちの人生観に何らか
の影響を及ぼす体験となったか、次週に報告会です楽
しみですね。２２日（土）地区の米山奨学セミナーで
す、藤委員長出席予定で９月３日にその報告をして頂
きます。回覧に回っておりますが９月１４日（月）横
須賀南西 RCさんとの合同例会です、今年は南西 RC
が受け持ちで場所は「蟹甲羅」さん、会員数が三浦の
方が多いにもかかわらず南西の方が出席者が多く申し
訳なく感じています、他クラブとの合同例会は短時間
での親睦なのでなかなか深いところまでは理解できな
いかもしれませんがいわゆる積み重ねで「地区大会」
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等と同じようにＲＣに入った良さを分かる一助になる
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 出席報告　　　　　　　　　　　岩野　明 会員
・会員総数：25名
   本日出席：13名　欠席：11名
　出席率 54.16%
・MAKE UP　なし
　により、出席率は 54.16％となります。
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　ありがとうございました。本日報告お願いします。
・高木　巌　風コウボウの食事会は楽しい行事になり
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Child　Exploitation）「世界の子ど
もを児童労働から守るNGO」とい
う団体の方の話でした。
現在の日本では児童労働があまり
ピンと来ないかアルバイトとの混同と思う人もあると
思うので ACE さんのパンフや話とは別に私が ACE そ
の他のホームページから拾ったのを挙げると ACE は
1997 年 5人の学生が作り。おもにインドシナで活動
している。これまで１２００人以上の子を救っている。
9月の国連で持続可能な開発目標の草案に「2025 年
までに児童労働を終わらせる」が入る予定。児童労働
とは教育を受けることを妨げる労働健康的な発達を妨
げる労働（重いものを持たせる等）有害で危険な労働
（農薬、不衛生な工場、設備、鉱山、深海等）子供を
搾取する労働　（子供は大人の言いなりになる、報酬、
待遇があっていない不当な扱い）

・藤喜代司　夏バテしないように頑張りましょう。
・奥山浩司　鈴木さん卓話楽しみにしています。
・吉野　哲　50 歳になりました。奉仕の理想に向け、
　引き続きご指導お願い致します。
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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 8 月 20 日　第 2614 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　飯塚 信一郎（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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　８月６日は翌７日が移動夜間例会
のためと、13日が夏休みのため休
会となりこの会場での例会は７月３
０日以来３週間ぶりとなります。７
日の納涼夜間例会いかがでしたで
しょうか、風工房さんでの場所設定、
お料理等、高木親睦委員長に全てお
任せで楽しく過ごせたと思います。
ゲストとしてお見えの（株）ルナランドの藤田様とお
話しているうちに個人的な事ですが我社が６年ほど前

 会長報告　　星野　雄　会長　　

に三崎警察署そばの現在ローソンとなっている所に建
築材料販売部門が有りそこを閉鎖するにあたり使用し
ていた備品類を藤田様のところで購入して頂いた等全
く知らなかった事が分かり驚いたりしました。ぜひ入
会をとお勧め致しましたので後日お伺いしたいと思っ
ています。ウォーナンブール派遣学生が明日帰ってき
ます。クラブからのお土産が少しは役に立ったか、一
回り大きくなってくるか、子供たちの人生観に何らか
の影響を及ぼす体験となったか、次週に報告会です楽
しみですね。２２日（土）地区の米山奨学セミナーで
す、藤委員長出席予定で９月３日にその報告をして頂
きます。回覧に回っておりますが９月１４日（月）横
須賀南西 RCさんとの合同例会です、今年は南西 RC
が受け持ちで場所は「蟹甲羅」さん、会員数が三浦の
方が多いにもかかわらず南西の方が出席者が多く申し
訳なく感じています、他クラブとの合同例会は短時間
での親睦なのでなかなか深いところまでは理解できな
いかもしれませんがいわゆる積み重ねで「地区大会」
「地区協議会」エンドポリオなどの「合同キャンペーン」
等と同じようにＲＣに入った良さを分かる一助になる
事もあります。
ぜひご参加ください。ジャガイモ畑の長谷川元会員のか
ら昨日電話が有り芋の種が入荷して２１日（金）に畑を
貸してある渡辺さんが植えるとのことでした、急な話で
したがお時間のある方行ってみて下さい（今回は種植え、
草刈等は渡辺さんにすべてお任せしてあります）。

＊お誕生日お祝　
　　芹川直行会員 Ｓ31.8.  2　大石精一会員 S30.8. 5
　　奥山浩司会員 Ｓ28.8.15　吉野　哲会員 S40.8. 7

 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：13名　欠席：11名
　出席率 54.16%
・MAKE UP　なし
　により、出席率は 54.16％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 21,000 円    43,000 円 64,000 円
財      団 8,000 円   10,000 円 18,000 円
ポ  リ  オ 2,000 円   5,000 円 7,000 円
米　　山 8,000 円   1,1000 円 19,000 円
周　　年 1,000 円   0 円 1,000 円
　 計 40,000 円   69,000 円 109,00 円

・星野　雄　風工房さんでの納涼会楽しませて頂きま
　した。高木委員長お世話様でした。
　鈴木康仁会員、先日のセミナー、車同情させて頂き
　ありがとうございました。本日報告お願いします。
・高木　巌　風コウボウの食事会は楽しい行事になり
　ました。ありがとうございます
・芹川直行　①前回欠席のおわび。
　②誕生日のお祝いありがとうございます。
・鈴木康仁　本日卓話よろしくお願い致します。
　風工房は楽しかったけど温っかったですね。
・笠倉正弘　欠席がちと本日早退のおわび。

● 親睦委員会　＜南西 RCとの合同例会について＞
　　　　　　　　　　　　　　　  高木　巌 委員長

● 社会奉仕委員会　＜おいもの苗植えについて＞
　　　　　　　　　　　　　　  　鈴木康仁 委員長

● 社会奉仕セミナー報告　　鈴木康仁 会員
● 国際奉仕セミナー報告　　星野　雄 会員

＊入会月祝い　　大石精一会員　2007 年
＊地区より　
　　・ガバナー月信
　　・地区大会案内（別紙出欠回覧中）
　　・ソウル国際大会案内及びツアー紹介
　　・田中作次元ＲＩ会長贈呈本
　　・ロータリー奨学金案内
　　・８月の RI レート　１ドル１２４円
＊第１Ｇ三役会開催案内　　　　　　　　　　　　　
＊週報　　横須賀北ＲＣ、横須賀西ＲＣ
＊９月例会案内
　　横須賀ＲＣ、横須賀北ＲＣ，横須賀南西ＲＣ
＊ハイライトよねやま及び米山記念館賛助会員募集　
＊財団ニュース
＊三浦商工会議所優良従業員表彰協賛依頼
＊法人会三浦地区会
　米海軍第７艦隊バンドコンサート協賛による、
　　会長臨席案内及びチケット
　　（10枚ありますのでご希望の方は事務局まで。先着順にてお渡し）
＊ボーイスカウト横須賀地区協議会　会報

　７月２５日（土）土田委員長の
代わりに鈴木康仁社会奉仕委員長
の車に同乗させて頂き出席して来
ました。ACE（Action　against　
Child　Exploitation）「世界の子ど
もを児童労働から守るNGO」とい
う団体の方の話でした。
現在の日本では児童労働があまり
ピンと来ないかアルバイトとの混同と思う人もあると
思うので ACE さんのパンフや話とは別に私が ACE そ
の他のホームページから拾ったのを挙げると ACE は
1997 年 5人の学生が作り。おもにインドシナで活動
している。これまで１２００人以上の子を救っている。
9月の国連で持続可能な開発目標の草案に「2025 年
までに児童労働を終わらせる」が入る予定。児童労働
とは教育を受けることを妨げる労働健康的な発達を妨
げる労働（重いものを持たせる等）有害で危険な労働
（農薬、不衛生な工場、設備、鉱山、深海等）子供を
搾取する労働　（子供は大人の言いなりになる、報酬、
待遇があっていない不当な扱い）

・藤喜代司　夏バテしないように頑張りましょう。
・奥山浩司　鈴木さん卓話楽しみにしています。
・吉野　哲　50 歳になりました。奉仕の理想に向け、
　引き続きご指導お願い致します。
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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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