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●卓話「時事放談」
 毎日新聞客員編集委員　八木　亜夫さん

●ロータリーソング� 村田　昌之 ソング副委員長
　「我らの生業」

●出席報告� 岸裏　廣澄 出席委員長
　会員数５２名（内出席規定適用免除会員１０名）
１１月１９日（本　日） ３１名 ７３．８％
１１月５日（メーキャップ後） ３８名 ９０．５％

本日の例会� 12月2日（水）�Ｐ．Ｍ�６：３０〜　於�華月殿５Ｆ

●村上　有司　ガバナー公式訪問

●和歌山北ロータリークラブとの合同例会

●ピアノ演奏� 中井　利枝さん
　ｆｒｅｓｈ　ｌｅａｖｅｓ（山下　康介）
　絆（山下　康介）

●卓話「マスコミがやってきた」
 毎日新聞社和歌山支局　支局長　嶋谷　泰典さん

いよいよ、来週カンボジアのスナーダイクマエ孤児院へ視察に行って来ます。
今回の視察には、島副会長、田原国際奉仕委員長に大変ご尽力頂いてます。有難う御座います。

当クラブのＷＣＳ事業であるスナーダイクマエ孤児院には
　１）日本語・英語教育のための教材、パソコン等の費用援助
　２）カンボジアの日本語コンテストに出場への応援（今まで１位も含め多数の入賞者を出しています）
　３）孤児院設備・老朽化の補修等の援助
以上の事業に対して資金の援助をしています。

ＷＣＳについて、ロータリー情報マニュアルには
ＷＣＳプログラムは、国際奉仕に属する活動である。ロータリアンは、このような活動を通じて、人々の生活を改善し、
人々のニーズに応えるプロジェクトを実施する。そして、物質的、技術的、専門的援助を通じて、国際理解と親善を
推進する。
目　標
　１）援助を必要としている人々の生活の質を、ロータリーの国際奉仕を通じて、高めること。
　２）異なる国のロータリー・クラブと地区が協力して国際奉仕プロジェクトを遂行するのを奨励すること。
　３） 援助を必要とするプロジェクト、それに援助を提供したいという申し出についての情報交換の機会を効果的に

提供すること。
　４） 国際規模の開発や文化上の問題について、さらに自主自助のプロジェクトを実施する重要性についてロータリア

ンの理解を深めること。
　５） RIとロータリー財団の関係プログラムと強調事項への参加者にWCSプログラムの提供するサービ スを利用して

もらうこと。
　６）ロータリー財団その他からWCSプロジェクトに授与される補助金についてロータリアンに知らせること。
　７）WCSの成功談を他のロータリアンに伝えること。
　８）国際理解、親善、平和を育成すること
となっています。ＷＣＳは、ロータリーの奉仕活動の中でも大変大事な活動でありますので、今回の視察で援助金が適
正に使途されているか直接確認し、後日例会でご報告させて頂きます。

会 長 報 告 谷口　文利�会長

皆さん、こんにちは。幹事報告を申し上げます。
ＲＯＴＡＲＹ  ＷＯＲＬＤ .................................................................................................. .回覧
和歌山大学観光学部国際教育研究センターから、「紀伊半島からカリフォルニアへの移民－先人の
歴史を学び、新たな国際交流へ」と題しての特別展とシンポジウムの案内 .............. .回覧
次週の例会は、休会です。１２月２日（水）は、ガバナー訪問です。よって１２月３日（木）も休会です。

先日庭師さんに、我が家の庭の木の剪定をお願いしました。８９歳になる母は、剪定中の松の木を見ながら、ため
息ばかりついているので「どうしましたか？」と尋ねると、「以前より枝振りが悪くなった」との事。実は数年前に、私
が剪定中に枝と共に落ちて、腰の骨を折ったことがあります。どうも、母は私の体よりも、その時折れた枝が、残念で
ならないようです。

幹 事 報 告 野上　泰造�幹事

メーキャップ情況

１１月１６日（月）　和歌山北Ｒ.Ｃ.　上中　崇司、内畑　瑛造、村田　昌之、西本　　亨、八幡　建二
１１月２５日（水）　大阪南西Ｒ.Ｃ.　堀井　孝一
１１月２６日（木）　和歌山城南Ｒ.Ｃ.　中江　遵義、山野　武彦
１１月２７日（金）　和歌山中Ｒ.Ｃ.　角谷　芳伸、山野　武彦、吉田　篤生

（敬称略）

次回の例会� １２月１０日（木）
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ク�ラ�ブ 日　　時 内　　容
 

和歌山城南Ｒ．Ｃ． 12月  3日（木） 年次総会
 

和歌山南Ｒ．Ｃ． 12月  4日（金） 年次総会
 

和歌山中Ｒ．Ｃ． 12月  4日（金） クラブ年次総会 創立記念例会
4 4 4 4 4 4

和歌山北Ｒ．Ｃ． 12月  7日（月） 年次総会
 

和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 12月  7日（月） 年次総会
 

和歌山Ｒ．Ｃ． 12月  8日（火） 卓話 「ラグビーと青少年育成」 県立和歌山工業高校ラグビー部監督　山下　弘晃さん
 

和歌山西Ｒ．Ｃ． 12月  9日（水） 例会変更
 

和歌山東南Ｒ．Ｃ． 12月  9日（水） 上半期活動報告②
 

伊藤　裕通さん 家内誕生日に花を頂き有難うございました。
西本　　亨さん  卓話の八木先生をお迎えしました。
 よろしくご静聴下さい。
寺下　浩彰さん 嬉しい事がありました。感謝。
寺下　浩彰さん 妻に美しいお花ありがとうございました。
島　　公造さん  八木様、本日の卓話楽しみにしております。

よろしくお願いします。
中山　恒夫さん  家内の誕生日に美しい花をお届け頂き、

ありがとうございました。
山本　進三さん  妻が出産のため実家に帰ったので、また独

身になりました。
  １２月中旬には生まれると思います。
岸裏　廣澄さん  申し訳ございません。先週休みました。
 今日バッジ忘れました。
 何たることか心がたるんでいます。
谷口　文利さん 八木様、本日は宜しくお願いします。
野上　泰造さん 八木様よろしくお願いします。

瀧川　嘉彦さん  大変寒くなりました。
 お体に気をつけて下さい。
阪神タイガース応援団一同

〔お誕生日お祝い〕
村田　昌之さん　

にこにこ箱� ありがとうございました

 本日の累計  ６４、６４０円（計１１名　１３件）（お誕生日お祝い  ２６３，０００円　皆出席  ５５，０００円　その他  １，１０２，２７２円）  累計額  １，４２０，２７２円 

おめでとうございます！
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時事放談 毎日新聞客員編集委員　八木　亜夫さん

卓　話

鳩山新政権がスタートして、日本の政治は大きく変わりつつあります。この変動は、明治維新、第２

次大戦の敗戦、それにつぐ３度目の大変革だと指摘する専門家もいます。

政権交代を容易にするとして１５年前から導入された小選挙区制は、自民党政権が政権維持のまま首

相を交代させることを繰り返したため、十分に機能を発揮することができませんでした。それがようやく実現したわけで、

選挙による明確な政権交代は、憲政史上初めてのことだといわれています。大変革の渦中にいると、人は激しい変化

について行くのが精いっぱいで、歴史的変動を体験しているとは、なかなか実感できないものです。明治維新のとき

に生きてきた先人たちもきっとそうだったのでしょう。２０世紀から２１世紀への移り目も、昭和から平成になったときも、

気がついたらそうなっていた、という感じでした。いまは無我夢中でも、何十年か経ったあと、私たちは、ああ、あの

ときに日本は曲がり角にあったのだなあ、と現在のことを回想することになるのではないでしょうか。

新政権の閣僚はいずれも清新で、その精力的な仕事ぶりは目を見張るものがあります。

しかし取り組んでいる諸課題は、いずれも前政権のしていたことを土台からくつがえそうとするもので、あっちが立て

ばこっちが立たずの難問ばかりです。仮に新政権が選挙の際の民主党のマニフェスト通りに政策を実現しても、それで

国民生活がかならずよくなるかどうかはわかりません。もし失政ということになれば、また政権交代になるわけで、有権

者もそういうことに慣れなくてはなりません。でも、政権がもとにもどったからといって、すべてが元通りになることはあり

ません。「官から政へ」という現政権の路線が元にもどることは、おそらくないでしょう。こうして世の中は前へ進んでゆ

くのだと思います。

変化し始めているのは政治の世界だけではありません。クルマ社会の変化もその一例です。Ｔ型フォードが出現して

１００年余りですが、どうやらガソリン・カー全盛時代は終わりそうな気配です。それに代わる電気自動車は、電気メー

カーはもちろん、町の小さな工場でもつくることができます。そうなると、日本の産業構造が大きな変化にさらされます。

これまた第何回目かの「産業革命」だという人もいます。私たちがいま、歴史の大転換点に立っていることは、やはり、

まちがいないことのように思えます。

モントリオールでの国際大会及びジャパンナイトの案内が来ております。
期　間　２０１０年６月２０日～２３日
登録料　＄２９５（12/15迄）＄３４５（3/31迄）＄３９５（現地登録）
ジャパンナイトは６月１９日（土）ヒルトン・モントリオールで行います。

会員満足度アンケートがまだ集まっていませんので、次々週の例会までにご協力お願いします。

国際奉仕委員会

会員増強委員会

田原　久一�委員長

野井　晋�委員長

委 員 会 報 告

スナーダイクマエ孤児院視察訪問について
　同院には長らく、訪問していませんが、今年度役員の決断により愈々実行されます。同院の児童
への激励は勿論のこと、今後同院に対する対処の方法等を実際に見て頂いた後で考える貴重な訪問
となります。
　訪問される方々には深甚なる敬意を表します。

１１月２５日（水）　関西空港発　　１１月２９日（日）　関空着

　御芳名　 谷口文利会長、島公造副会長、野上泰造幹事、田原久一国際奉仕委員長、 
岡野年秀Ｒ情報・規定委員長、瀧川嘉彦Ｓ．Ａ．Ａ． 以上６名

■第８回　理事・役員会議事録
日　時　２００９年１１月１９日（木）  Ｐ．Ｍ １：４０～　場　所　ルミエール華月殿４Ｆ

議　題

① クリスマス家族会について
　　 １２月１９日（土）　アバローム紀の国に決定
　　 細部、親睦委員会の提案通り
② スナーダイクマエ識字率向上援助について
　　 東ロータリークラブより２０万円（ＷＣＳも地区に申請する。）
③ 和歌山放送チャリティーミュージックソン協賛について
　　 ５万円協賛決定
④ 和歌山新報年始広告について
　　 １万円決定（例年通り）
⑤ Ｉ．Ｍ．３組開催について
　　 組織、役員、作りを行い、年始めから準備に入る。
⑥ Ｉ．Ｄ．Ｍ．（第２回）開催について
　　 例会会場の検討、会員増強について
⑦ 救急絆創膏配り
　　 １２月５日（土）　午後１時３０分より　ＪＲ和歌山駅前

米山功労者表彰

中山　恒夫さん ２回目

おめでとうございます。


