
 
 
 
 
 
 
 

第 1438 回例会 18 年 4月 10 日(月) 
 海南商工会議所 ４F    12:30～ 

 

１．開会点鐘          会長 塩崎博司 

２．ロータリーソング      「我等の生業」 
３．ゲスト紹介 

和歌山大学教育学部教授 
矢荻 喜孝（号：冬菁

とうせい

）様 
４．出席報告  

会員総数 74 名 出席者数 47 名 出席免除会員 2名 

  出席率 65.28％ 前回修正出席率 76.39％ 

 

５．会長スピーチ        会長 塩崎博司 

 皆様今日は。本日の卓話

をお快くお引き受け下さ

いました、和歌山大学教育

学部教授 矢萩喜孝先生

をご紹介いたします。号を

冬菁（とうせい）と申され

ます。お住まいは和歌山市

で、１９４９年（昭和 24
年）生まれで 山形県のご

出身です。 
 現在、和歌山大学で書道を教えられ、書道界では、

読売書法会幹事、謙慎書道会理事、県展審査員、県美

術家協会理事、他要職に付かれてご活躍されています。

著書には「きれいなペン字にはわけけがある」（生活

編・オフイス編）、「中国思想辞典」「国語」論文「後

鳥羽院と熊野懐紙」等が御座います。なお、和歌浦片

男波にある、万葉館で書展を発表されています。旦来

八幡神社から山本宮司（和大教授）からのご紹介で、

神社界で講演をして頂き、それ以来お酒、旅行等親し

くさせて頂いています。本日は特別先生の実技を伴う

卓話をして頂けるとのことです。 
 

６．幹事報告 

○メーキャップ 

 和歌山東ＲＣ  中村雅行君 4/6 
○例会臨時変更 

 有田 2000ＲＣ   4 月 12 日（水）→4 月 16 日（日） 
宝塚方面 親睦家族同伴例会 

 和歌山東南ＲＣ 
4 月 26 日（水）→4 月 26 日（水） 

18:30～ ルミエール華月殿 
（35 周年記念例会打上げ会） 

 
７．ゲスト卓話 

みなさんこんにちは。 
今日は「書に親しむ」という

テーマでお話をさせていただ

きます。 
私は山形県の出身ですが、縁

あって和歌山大学付属小学校

の校長等を経て、現在和歌山大

学で教授をさせていただいて

おります。私は和歌山県で勤務

することになり、とてもラッキーであると思っていま

す。海南には熊野古道の第１歩、藤白神社があり、多

くの貴重な文化書物が保存されています。私の研究に

おいても重要な資料として、とても身近に感じていま

す。「書」については、文字の文化、歴史と、すごく

関わっていますが主に中国から日本へ、唐の時代から

伝わり、日本の「書」の歴史が誕生しました。日本で

は平安時代から「手」、鎌倉時代から「間」という言

葉や文字がよく使われるようになりました。その頃か

ら和歌は「歌の道」、書は「筆の道」と呼ばれるよう

になり、一般

には手習い、

習字となっ

てきました。

江戸時代あ

たりでは、寺

子屋などで

読み・書き・

そろばんな

どの教育が

行われ、今日の学校へと発展しました。 
 しかし、最近では国語力の低下がとりただされ、時

代の流れとは言うものの、嘆かわしいことです。こう

したことから「基本に立ち返れ」とよく言われますが、

今まさに「書」の重要性が求められているように感じ

ます。文化のとらえ方が大切であります。外国におい

ても、歴史的な背景が重要視されます。日本の「書」
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の移り変わりについてももっと知ってもらいたいと

思います。文字にはすべて意味があり、時代とともに

変化しています。「安」の文字を例に、その移り変り

を説明させていただきますと、安は「家」の中に「女」

がいるからできました。そしてひらがなの「あ」、カ

タカナの「ア」にも応用されてきました。中国と日本

の文字の違いについては、実演しながら説明したいと

思います。本日はありがとうございました。 
 
８．次回例会 

第 1439 回例会 平成１８年４月１７日（月） 
12：30～ 海南商工会議所４F 

ゲスト卓話 「生活習慣病予防のための食事 」 
         管理栄養士 宮本喜美子 様 
 
＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 

 
大谷 徹君  ３クラブ合同コンペで海南東 RC が

優勝。又、私は２位に入りました。 
小椋孝一君  紀美野町商工会副会長に就任致しま

した。 
木地義和君  深谷さんと釣りに行って来ました。 
山畑弥生君  小椋さん、紀美野町商工会副会長就任

おめでとうございます。 
昨日、美里チューリップ園に両親を連

れて行ってきました。 
深谷政男君  昨日は、木地さんの新艇でタイを釣り

ました。 
山名正一君  昨日、海南３クラブ合同コンペで海南

東クラブが優勝しました。僅か 0.6 ポ

イント差でした。私は大たたきしまし

たが、パートナーの大谷さんが準優勝

しました。おめでとうございます。 
辻 秀輝君  昨日嬉しいことがありました。 
寺下 卓君  昨日欠席してすみません。谷脇さん、

ありがとうございました。 
上中嗣郎君  奥村さんにお世話になっています。 
       和歌山東南RCと海南３クラブ合同ゴ

ルフコンペ欠席しました。 
田村健治君  昨日の３クラブ対抗ゴルフコンペで

“運”の神様に感謝。 
吉田昌生君  矢荻先生のお話、楽しみにしています。 
塩崎博司君  ようこそお越し下さいました。 
 
 
 
 
 
 
 
ロータリアン「世界 水の日」を強調 
ＲI の世界水フォラムや、世界中の各地での活動は

地球上の約 11 億人が直面している清水問題へ、ロー

タリーの支援を約束するものです。 

3 月 22 日の「世界・水の日」は、メキシコシテイ

での「世界・水フォラム」の最終日でした。過去数年

にわたり、アメリカ疾病管理予防センターは米国、ボ

リビア、ザンビア、日本、ケニヤで数千の家族に清水

を供与する計画に参加しました。米国内では、ロータ

リアンが世界・水の日（World Water Day）にハート

フォード、サンフランシスコ、首都ワシントン、シア

トルや、他の数都市で「水の為に歩こう」（Walk for 
Water）に参加しました。ハートフォードでは、歩く

のを宣伝する為にＤ7890 のスーザン・アトキンズ次

期地区ガバナーがブルームフイールドクラブのエリ

ック・ファーノウ氏に依頼して、この催しをラジオを

通じての広報を支援しました。世界中で、ロータリー

が数百の水に関するプロジェクトを実行する決意を

表明し、2003-04 年度のみで、ＲＩが水関連のプロジ

ェクトに 130 万＄を越す額を出しました。 
 

ベルギーのロータリアン、ニジェールで

井戸掘り支援 
ニジェールのツアレグ族の言葉でエイマン・アイマ

ンは「水は生命」を意味します。この国の 110 万住民

の大多数に綺麗な飲料水が渡っておりません。農作物

と家畜用の水は雨水に頼っており、最近の旱魃で飢餓

の瀬戸際に立たされ、三分の二は砂漠なので豊沃な土

地への移動は困難な状態です。一年前にベルギーの

D1620 と D2170 のロータリアンが、世界で最も貧し

い国、ニジェールの生活向上という、プロジェクトの

実行を決意し、「水は生命」（Water is Life）と名付け、

清水供給プロジェクトを始めました。次に同国の南部

の 20 の村落にユニセフとニジェール政府の支援で、

揚水ポンプと水道管を敷設する計画で、ベルギーのロ

ータリアン代表が新しい井戸を掘るか旧い井戸を修

理するかの視察に出掛け、その視察旅行で汚染した水

を飲んで病気になっている子供達を見ました。ユニセ

フと協力して、井戸 10 本の改修と新しく 10 本を掘

る事を決めました。推定費用は 1 本につき、米貨約

20,000＄で総額 40,000＄になります。現地の支援と

ニジェールのロータリアンが居たからこそ、このプロ

グラムが立ち上がりました。ロータリアン達は、特に、

ニジェールの女性が、水汲みに費やす時間を節約する

ことで、生活を向上する事に注目しております。”女
性は子供の面倒をみるのに加えて、伝統的に子供の教

育者ですが、現在は教えるかわりに、水汲みに時間を

取られています” 
ロータリアン達の目標は、清水を約 7,000 人に供給

し、さらに地元住民指導者達に節水と貯水技術の訓練

を行い、公衆衛生知識を広める事です。現在は多くの

住民が、家畜と飲料水を共用し、洗濯水と飲料水の区

別ができます。一方、ベルギー国内では、ロータリア

ンがニジェールでの井戸開鑿募金を行い、「水の為に

詠おうーSing for Water」という題名で、先生と生徒、

合わせて約 200人の合唱CDを作り、総額 24,000＄を

集めようとしております。 

会報委員会 委員長 山野 明 副委員長 上野山雅也  嶌村佳郎 吉田昌生 山東剛一 柳生享男 


