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大変寒くなってきました。インターネットのヤフーの天気情報の中に、週間の風邪ひき指数の表示と
いうものがあります。和歌山市の今日の指数は40です。40の指数の説明で、「感染危険度は中で、ス
トレスは大敵！」となっています。これから段々寒くなって来ます、この風邪ひき指数も上がって行きます。
体調の管理をし、風邪には充分ご注意をお願いします。

今月はロータリー理解推進月間です。「ロータリーの友」１月号に「ロータリーを深め広める」と題し特集が組まれ
ています。その中に、1911年1月に創刊された「The Rotarian」の前身である「The National Rotarian」の創刊号
に掲載された、ポール・ハリスの随筆が載っています。この随筆は今まで「ロータリーの友」にも何度か掲載されたよ
うですが、誌面の都合で一部しか掲載されていなかったのが、今回はその全文が掲載されています。内容はポール・
ハリスがロータリーについていろんな角度から言及したもので、架空の四人の論者を登場させロータリーについて語ら
せています。道徳を重んじる“倫理規夫君”、いつも物事を精力的に定義する“理論整一君”、何事にも現実的に対応す
る“商売努君”、人の話しをよく聞く“博愛均君”の四人です。そして、ポール・ハリスはロータリーの会員は次の三つの
何れかに当てはまるとし、①ロータリーに商売を持ち込んではならないと主張する倫理規夫君と同じ考えの人　②商売
こそロータリーの総てであると信ずる商売努君と同意見の人　③ロータリーとは、商売と公益活動及び親睦を合理的
に混ぜ合わせたものであるとする博愛均君と同じ考えの人の三つです。真のロータリアン哲学として広く受け入れられ、
ロータリアンにも、又ロータリアンでない人々にも同じように理解され尊敬される見解はこれら三つのうちの近いところに
あるはずと云われています。大変興味深い、示唆に富んだものでありますので、読まれていない方は、ロータリーの創
始者の思いをこの随筆から読み取って頂きたいと思います。

会 長 報 告 谷口　文利 会長

皆様、こんにちは。幹事報告を申し上げます。
毎日寒い日が続きますが、どうぞお体を御慈愛下さい。
日本ロータリー親睦ゴルフ全国大会の案内......................................................................回覧

和歌山北ロータリークラブ主催の、小学校４年生～高校生のゴルフ大会の案内
　　　　　（ご家族やお友達の家族で、対象になる方があれば、紹介下さい。）...........回覧

Ｊ.Ｃニュース・ガバナーズ月信.....................................................................................................................回覧
お手元に地区大会の案内をお渡ししておりますが、皆様方には、二日目の４月１８日（日）の本会議への御参加をお
願いします。初日の１７日は、会長・幹事の出席すべき会議です。
次に、１０月２日（土）に開催予定のＩ．Ｍ．３組の指針に付いて、ガバナーエレクトの米田眞理子氏より、連絡がありました。
テーマは『今を大事に行動し、ロータリーの未来を築こう』スローガンは『育もう！ 友愛の心』です。これを踏まえ、

１月１９日（火）の１３：３０～ここ華月殿に於いて、平尾寧章パストガバナー（ゼネラルリーダー）をお迎えし、第１回実
行委員会を開催致します。
既にご案内をさせて頂いております実行委員の方には、ご出席の程、よろしくお願いします。また、この度ご案内をさ

せて頂いていない皆様方においても、全員が何らかの担当をお願いするものであります。よろしく御協力をお願いします。

幹 事 報 告 野上　泰造 幹事
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前回の例会 1月１４日（木） 

●クラブフォーラム「社会奉仕」

●卓話「地震について」
 クラブ社会奉仕委員長　吉田　篤生さん

●ロータリーソング 村田　昌之 ソング副委員長
「四つのテスト」

●ビジター紹介 山本　進三 親睦委員長
和歌山南Ｒ．Ｃ． 前田　耕道さん

●出席報告 岸裏　廣澄 出席委員長
会員数　　５１名（内出席規定適用免除会員１０名）
１月１４日（本　日） ３４名 ８３％
１２月３１日（メーキャップ後） 休会

本日の例会 1月21日（木）

●クラブフォーラム「ロータリー理解推進月間について」
●卓話「奉仕活動について」
 クラブＲ・情報規定委員長　岡野　年秀さん

●お誕生日お祝い
真野　賢司さん  １月 １日　 野井　　晋さん  １月  ５日
藤田　昌宏さん  １月 ６日　 糟谷　元春さん  １月 ８日
玉置　博康さん  １月１７日　 中江　遵義さん  １月１８日
藤井　義宣さん  １月２４日　 中野　幸生さん  １月２７日

●ピアノ演奏 中井　利枝さん
見つめていたい（ｆｌｕｍｐｏｏｌ）
ふたつの唇（ＥＸＩＬＥ）

●卓話「和歌山昔ばなし」 和歌山市長　大橋　建一さん

次回の例会 1月２８日（木）
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ク ラ ブ 日　　時 内　　容
 

和歌山城南Ｒ．Ｃ． 1月21日（木） 会員卓話「年男、今年の抱負②」
 

和歌山南Ｒ．Ｃ． 1月22日（金） 卓話 「ラグビーを通した人材育成」 県立和歌山工業高校ラグビー部監督　山下　弘晃さん
 

和歌山中Ｒ．Ｃ． 1月22日（金） 例会変更 創立記念例会
4 4 4 4 4 4

和歌山北Ｒ．Ｃ． 1月25日（月） 卓話 「建築と道草」 建築家　広谷　純弘さん
 

和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 1月25日（月） クラブフォーラム 「米山奨学会ＤＶＤ上映」
 

和歌山Ｒ．Ｃ． 1月26日（火） 新入会員卓話
 

和歌山西Ｒ．Ｃ． 1月27日（水） クラブフォーラム 「コーヒータイム〜委員長のひとり言〜」 西渓　光照３５周年実行委員長
 

和歌山東南Ｒ．Ｃ． 1月27日（水） 職業紹介
 

内畑　瑛造さん 商用のため早退させて頂きます。
前田　成蔵さん 年明早々良い事がありました。
真野　賢司さん  Ｑ．今日のお昼１２：００現在の紀の川大橋

上の気温は何度？
 Ａ．３℃でした。さぶーっ！！
島　　公造さん 吉田君、卓話楽しみにしています。
松田　洪毅さん  ２年前にアメリカのニューヨークへ移住し

ました元会員の田端友治さんより賀状が届
きました。ニューヨークは日本の青森県と
同じ緯度で大晦日に雪が降って積もり寒さ
も厳しいですが、その寒さにも慣れてきて
ニューヨーク生活を楽しんでいるとの事で
した。

山本　進三さん 吉田さん卓話楽しみにしています。
亀田　直紀さん あっちゃん、卓話がんばれ！
糟谷　元春さん  １月１１日和歌山Ｃ．Ｃ．成人の日杯にて、ア

ウト４１、イン３４、グロス７５で優勝しました。
同伴して頂いた松田さん、玉置さん、島さん
（成績順）ありがとうございました。

樫畑　友洋さん 吉田くん卓話楽しみにしています。

吉田　篤生さん 本日卓話させて頂きます。
 がんばって野上幹事に挑戦します。
上中　崇司さん 吉田さん、卓話がんばって下さい。
乾　　敦雄さん 吉田あつおさん、卓話楽しみです。
谷口　文利さん 吉田さん、本日の卓話ご苦労様です。
野上　泰造さん 寒い日が続きますが、お体を御自愛下さい。
赤井　雅哉さん つたないＳＡＡ、ご容赦ください。
阪神タイガース応援団一同
 今年は優勝！！
〔皆出席表彰〕
田原　久一さん １９年たちました。今後ともよろしく願います。

にこにこ箱� ありがとうございました

 本日の累計  ５８，６９９円（計１６名、１７件）（お誕生日お祝い  ３２３，０００円　皆出席  ８０，０００円　その他  １，６４４，９０２円）  累計額  ２，０４７，９０２円 

おめでとうございます！
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地震について 吉田　篤生さん

卓　話

皆さんこんにちは、社会奉仕・環境資源委員会、委員長の吉田です。
今期の2640地区強調事項が地震問題に対する防災対策ということで、僭越ながら私が卓話をさせ

ていただきます。
くしくも昨日1月13日カリブ海のハイチでマグニチュード7.0の地震が発生しました。

大統領官邸や国会議事堂を始め、官公庁やホテル、病院などが軒並み倒壊、そして炎上して（10万人以上ともい
われる）多数の死傷者が出ている状況。
首都直撃ということで、国家機能は麻痺した状態です。
ハイチは西半球で最貧国といわれ、国際的な救助活動、復興支援が必要ですが、地震大国といわれる我国の政
府の対応は鈍く感じられ、ふだん友愛、友愛と言っている総理大臣の言葉はいったい誰に向けて発信している言葉
なのか、疑問を感じます。
日本で大地震といえば1995年(平成7年)1月17日の阪神・淡路大震災が思い出されることと思います。
私は当時、大阪に住んでいたんですけれども、スキーに凝っていまして高槻体育協会のスキー部というところで基

礎スキー（検定）のツアーに参加して、その帰りに高槻でちょうどバスを降りた直後に地震が発生しました。
高槻は震源地から80キロほど離れていまして、震度は５くらいだったと思うのですが、それでもドーンという爆発音
がしたような気がしたと思ったら、ゆれ始めて何が起こったのかわからず揺れがやむまで立ち尽くすしだけでした。
目の前には高槻市役所のビル（15階　約70M）があったのですが、それもゆれているように見えました。
揺れが収まったときには、足元にあった植木のブロックが斜めになっていて、それを見て大きな地震だったんだな

と思ったのですが、その時は神戸があんな状況になると想像もしていませんでした。
そして阪急電車で家に帰ろうとすると電車が動いていない、当時まだ携帯電話も普及していませんでしたので、ス
キー帰りで電話帳ももっていなかった僕はプチ被災者として行き場をなくしてしまいました。
うろ覚えで、高槻の知り合いの実家にたどり着いて（その途中、信号機が停電して、警官が交通整理していたの
を覚えています）朝ごはんを食べさせてもらい、テレビを見せてもらって地震の被害を知りました。
私は大阪の箕面市に住んでいたんですが、そのころはまだ20代でして、休みの日はほぼ毎週といっていいくらい

宝塚を経由して六甲山を裏六甲から越えて神戸に遊びに行っていたんですが、その神戸が壊滅していたのに衝撃
を受けました。
阪神高速が倒れ、ビルが達磨落としのようになった、そして神戸の町が炎上している、あの光景がショックで（実
際に被害に合われた方には申し訳ない、レベルの小さな話ですが）震災から回復後も長らく神戸には遊びに行けま
せんでした。今でも心の中になにか引っかかりはあります。
職場が大阪だったこともあって、兵庫県には多くの知り合いが住んでいたのですが、幸いにして本人が亡くなった

というのは無かったが、お爺さんお婆さんが亡くなった方はいましたし、家、マンションの倒壊は数知れずでした。
被災し避難している間に、業務上のトラブルが発生し、その責任を問われた営業マンも身近にいましたし、住み
慣れた神戸を離れざるを得なくなり、精神的に不安定になり人格が変わってしまった人も見ました。
大災害というのは、直接的な被害以上に、心にダメージを受けるし回復もしがたいと思います。
ロータリークラブが考える防災対策においても、心のケアというのを大事にして欲しいと思います。
そしてまた、あの時のことを思い出しながら考えていたのですが、まず一番に確認したのは、これはもう自分自身
の安全でした。次に家族、友人の心配をし、安否確認。
そして会社の状況を知ろうとしたのですが、会社には電話が通じず、当時会社の寮に住んでいましたので、寮に
電話すると、寮の中で年長の先輩を中心に自分たちがどう動くかの会議が開かれ、組織だっての行動を行いました
ので、地下鉄不通や橋の封鎖などありましたが、混乱は少なく行動できました。
われわれロータリアンは、会社や組織の、また地域の中心的な役割を果たしている方々が多いと思いますので、
災害の際は人一倍落ち着いた対応をしなければならないと思いますので、そういう研修、講座なども災害対策として
有効かと思います。

この阪神大震災はマグニチュード7.3、震度7でした。震度7と言うのは観測史上阪神大震災だけらしいのですが、
阪神大震災以降今日まで、日本でM7以上の地震は、僕が調べただけでも15件発生しています。単純に1年に１回
の割合です。（ちなみに震度と言うのは揺れの程度で、マグニチュードとは地震のエネルギーの大きさ）
みなさん覚えておられるでしょうか、2004年（平成16年）9月5日には紀伊半島南東沖（06からは和歌山南方沖）地震
がありました。震度は新宮市で5弱でしたがマグニチュードは7.1と非常に大きなものでした。
この地震の際、沿岸部では津波が観測され、港の漁船が壊れるなどの被害がありました。しかし、気象庁から津
波警報が発せられたにもかかわらず、避難勧告を行わなかった自治体が多数あったうえ、実際に避難した住民もご
く少数だったそうです。幸いにも人的な被害は生じなかったのですが、自治体の防災意識の低さが露呈してしまいま
した。
現状の防災対策がどうなっているかは、調査不足でわからないのですが、ロータリークラブとして各自治体の現状

を確認し防災意識を高めてもらうことも必要かと思います。
この地震は、いわゆる東南海地震とは違うものであるとされています。最新の東南海地震は、1944年（昭和19年）
12月7日志摩半島南東沖を震源として発生しています。このときの規模はM7.9でした。
東南海地震は周期的に発生するといわれ、21世紀前半にも発生する可能性が高いとされています。
政府の地震調査研究推進本部の予測では、2010年1月1日からの発生確率は30年以内で60 ～ 70％、50年以内で
は90％以上といわれています。
本当にくるのか、どのような規模で来るのか、正確に予測することは出来ない訳ですが、普段から地震について考

えておけば、いざという時に自信がつく。
野上幹事ではありませんが、お後がよろしいようで。

あけましておめでとうございます！
２０１０年がはじまりましたね。今年が笹島様とロータリークラブの皆様にとって素晴らしい年となりますように。メー
ルを頂戴し、ありがとうございました。また連絡が滞ってしまい、大変申し訳ありません。こちらはすっかり雪景色で、
非常に寒いです。
その後、１１月になってやっとジュネーブ州から滞在許可証がおり、口座開設をして奨学金をいただくことがで

きました。その間、節約していたのにお金を換金したとたんすりにとられてしまったりと大変なこともありましたが、
奨学金をいただくことができて大変助かりました。（ぱりっとした格好の防衛省の人と歩いていたのに、あきらか
に貧乏そうな私を狙うんです！「私たちの金銭感覚は２けたほど違いますねえ」「いや、一けたってところでしょう」
と話していたところでした。）
健康は、やはり寒さと環境の変化のせいか病院のお世話になることはありますが、インフルエンザにはかからな

いよう気を付けております。こっちの病院は、急患でないと２カ月先まで予約がとれないらしく、体を壊すと大変で
す…。（大学病院に行ったときは、学生のインターンのドクターがガムをかみながらみてくれてひええと思いました。）
途中帰国は、できればぜひしたいのですがやはり金銭的に余裕がないためこちらにとどまることになると思いま

す。年末年始はほとんど全員帰国してしまって、お店も全部閉まっていてゴーストタウンのようでした…。ピザの耳
をかじりながら紅白がみたいー、人間にあいたいーこたつでみかんーとぶつぶついっておりました。日本ではあ
たたかいお正月だったのですね。
今月１８日からは楽しい試験が始まり、月末に終了します。１科目５時間×４科目の試験で、戦々恐々しております！  

５時間あっても時間が足りないというので恐ろしいのです。これで成績が悪いと１学期目で追放されるらしいので
なんとかなんとか頑張ります！！
ロータリーの方々には今月３０日の会議に誘っていただいております。前回は、「チーズフォンデュの夕べ」とい

うイベントに誘っていただきました。チーズフォンデュはとてもおいしくって、お土産にもってかえれないのかなあ
と考えておりました。笹島様にもぜひ試していただきたいです。
今月試験が無事終われば、とりあえずは２月は自由の身です。普段学校と家の往復なのでどこか旅行できたら
いいなあ、と思っております。また試験後にご報告いたしますね！
自分の報告ばかり長々とすみません。笹島様、皆様どうぞお元気で、またお目にかかれるのを楽しみにしており

ます。
松本　歌織　

Ｒ財団国際親善奨学生現況報告　　松本　歌織さん


