
 
 
 
 
 
 
 

第 1611 回例会 

平成 22 年 4 月 12 日(月) 
海南商工会議所 ４F 12：30～ 

ゲスト卓話   参議院議員 鶴保 庸介様 
 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング  「それでこそロータリー」 

３．ゲスト紹介        参議院議員 鶴保 庸介様 

４．出席報告 

会員総数 69 名 出席者数 43 名 
   出席率 62.32％ 前回修正出席率 72.46％ 
 

５．会長スピーチ     会長 花畑 重靖 君 

みなさんこんばんは！ 
本日は、ゲスト卓話とし

て、参議院議員の鶴保 庸
介様をお迎えしておりま

す。お忙しいところ誠に有

り難うございます。よろし

くお願いします。 
昨日は、「たんぽぽの会

との交流会」に大勢ご参加

いただき有り難うございます。天気予報では４０％の

雨と心配したのですが、開会の１０時には青空になり。

一日楽しく、明るく、健康で、みんな仲良く、ケガも

なく過ごさせていただきました。社会奉仕委員会の皆

さん、有り難うございました。また、身障者カヌー協

会の手配等、花田さんにはお世話になりました。 
 
６．幹事報告          幹事 寺下 卓 君 
○例会臨時変更のお知らせ 
 橋本紀ノ川ＲＣ ４月２０（火） → ４月１８日

（日）田辺市紀南文化会館（地区大会） 
 
７．ゲスト卓話       参議院議員 鶴保 庸介様 
 本日は、お招きいただき、有り難うございます。今

日のお話は、最近の混迷を続ける政局などについて、

解りやすくお話したいと思います。 
 私は１４年前に皆様の力添えで、参議院議員に当選

させていただきました。私が国会議員を志したのは、

大学生の時です。東京大学法学部に入り、勉強してい

ましたが、そのときの大

学教授が私に「この国は、

数年後には滅んでしま

うかも知れない」といっ

たことが切欠で、何とか

しなければと純粋に考

えました。 
 そして、政治の道に飛

び込んだのですが、最初、

私は今の民主党の小沢

幹事長の秘書として政

治の勉強をしました。今、

考えてみると少しの違いで、捕まっていたかもしれま

せん。幸いなことに１４年前に和歌山選挙区から立候

補し、現在に至っています。 
 そこで、今日の情勢ですが、民主党の政権になり、

社会は混乱しています。自民党も頼りない状況ですが、

今の世の中は、何かおかしい。和歌山でも最近、貧困

ビジネスなる福祉政策の盲点をつき、和歌浦の閉めた

旅館を買い取った大阪の業者が、生活保護の手助けを

し、仕事にあふれた若者にそこへ住まわし、家賃を吸

い上げています。また、偽装結婚、偽装離婚などによ

って、母子手当て受給するなど政府のばら撒き行政と

福祉へのチェックの甘さを利用しています。あるアン

ケート調査で、今の若者に生活保護をもらう事に抵抗

を感じるか？と問いかけたところ、６０％が感じない

と回答したそうです。非常に悲しいことです。 
 今年の７月頃には選挙になりますが、民主党も自民

党もどちらもダメとなるのではないでしょうか。社会

福祉の見直し、財政危機問題、子供手当ての行方など

が取りざたされていますが、私は何よりも今は、国民

がやる気になるような政策、活力が出るような助成が

必要であると考えます。農業者個別所得保障制度など

も現在、後継者がいない農家はやる気のある人に休耕

田等を貸し、そのことによって、農業を続けていける

方向に向いているのにこの制度は、貸すのをやめて、

少しの農業を続け、助成金をもらう方向に導いていま

す。竹島問題も重要です。韓国の軍隊が支援し、日本

の漁船の操業を妨害したり、嫌がらせをしています。

しかし、日本の外交は弱く、このままでは、大切な資

源までもがとられてしまいます。 
 また。財政問題ですが、日本の金融資産は 1,400 兆
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円といわれていますが、政府の累世赤字は現在 300
兆円です。毎年 40 兆円の赤字国債を発行し続ければ、

15 年持たない状況です。ギリシャの状況と同じよう

になります。自民党からの新党や民主党では歯止めが

きかない状況で、経済政策だけではどうにもなりませ

ん。金融についても政府は全国一律の担保主義を適応

し、和歌山では貸し渋りが起きています。 
 私は、こうした情勢を踏まえて、なんとか国民が一

丸となって頑張っていける社会の実現に寄与したい

と思います。皆様のご理解とご支援をお願いします。 
 

８．閉会点鐘 

 
次回例会 第 1611 回例会：22 年 4 月 19 日(月) 

海南商工会議所 ４F 12：30～ 
    ゲスト卓話  海南税務署長 尾上 好生 様 
 
 
 
 
 
○一般ニコニコ 
中村 雅行君  鶴保先生、公私共にお忙しい中、有

難うございます 
中村 文雄君  鶴保先生、お忙しい中、有難うござ

います 
吉田 昌生君  集英社の神仏霊場古社名刹の旅（週

間）で藤白神社が出ました。一般書

店で販売しています。ご覧下さい。 
三木 正博君  ６年間、自治会長を務め、昨日、交

代しました。これで、自分の時間が

出来て嬉しいです。 
木地 義和君  長い間、休みました。 
山名 正一君  たんぽぽの会、ご協力ありがとうご

ざいました。 
上南 雅延君  たんぽぽの会でお世話になりました。 
田村 健治君  昨日、たんぽぽの会も欠席して、失

礼しました。 
寺下  卓君  たんぽぽの会、欠席してすみません。 
 
 
 
 
 

世界で広がるロータリアンの水プロジェクト 
日本では、水道の蛇口をひ

ねると当たり前のようにきれ

いな水が出てきます。私たち

は、安心して飲むことができ

る水を、トイレを流すのにも、

お風呂にも使っています。し

かし、世界の中には、水を手

に入れるために、遠くまで歩

いていかなければならない人

たちもたくさんいるのです。

また、近くに井戸や川があっても、ヒ素などの体に有

害な物質が含まれていて、飲むと病気になってしまう

こともあるのです。そういった所に住む人たちは、有

害だとわかっていても、それしか水がないので、その

水を飲まなければならないのです。 
「国連水の日」に当たる 3 月 22 日、世界中のロー

タリアンが、水と衛生の問題について行動を起こす必

要性を呼びかけています。世界中で安全な飲み水が不

足し、適切な衛生管理が行き届かないために、毎年

200 万人もの人々が命を落としています。「国連水の

日」は、世界各地で需要が増している清浄水の問題に

焦点を当てるため「健康な世界のためのきれいな水」

という今年のテーマでは、水質の重要性に目を向けて

います。今年の「国連水の日」には、国際ロータリー

が米国国際開発庁と協力関係を結び、ドミニカ共和国、

ガーナ、フィリピンにおける水と衛生の長期的プロジ

ェクトを立ち上げました。 
 国際ロータリーでは、すべての人々が安全な水を手

に入れられるよう、「水」を特に重点を置く活動の一

つとして、世界中のロータリアンたちが、さまざまな

活動を展開しています。井戸のない、へき地の村に井

戸を掘るための資金を提供したり、学校に簡易水道を

引いたり、また、雨水を溜める装置を贈ったりしてい

ます。現地に行って、村の人たちと一緒に井戸掘りの

作業をするロータリアンもいます。井戸を掘っても、

ヒ素などの有害

物質が混ざった

水しか出てこな

い所では、そう

いった物質を取

り除くフィルタ

ーなどをつけた

井戸を提供して

います。蛇口を

ひねって水を飲むとき、思い出してください。世界中

には、安心して、簡単に、水を飲むことができない人

がたくさんいることを。そして、そういった人たちの

ために、ロータリアンたちがさまざまな活動をしてい

ます。 
 
 
 
 ２０１０年４月１１日 

  片男波海水浴場 
 
 
 
 
 
 
 
 
 天候に恵まれ、元気に 
 楽しく、思いっきり、 
皆と遊びました。 

会報・ＩＴ委員会    委員長：岩井 克次  副委員長：上野山 雅也  委員：岸 友子、金川 龍一、大谷 徹、三木 正博


