
 
 
 
 
 
 
 

第 1701 回例会  

平成 24 年 4 月 23 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 ４Ｆ 

 
１．開会点鐘       

２．ロータリーソング  「手に手つないで」 

３．ゲスト紹介  紀陽銀行 経営コンサルタント 
柏木 英之 様 

４．出席報告 

会員総数 60 名 出席者数 37 名 

  出席率 61.67％ 前回修正出席率 78.33％ 

 

５．会長スピーチ      会長 田村 健治 君 

 本日は、まず 2640 地区

ガバナー選出に関するトラ

ブルが、現在どのような状

況かお伝えします。先日、

和歌山のあるクラブがＲＩ

理事会に「意義申出書」を

提出することになり、その

原稿を見せていただきまし

た。内容は、ガバナー ノミ

ニーの選挙手続きにおいて、

ＲＩの細則に沿った適正な手続きが行われず、ＲＩ理

事会において、２人の指名拒否ないしは一時保留の手

続きをしていただかざるを得ない事態になっている

ことを訴えるものです。 
ガバナーの指名手続きについては、2640 地区が誕

生した頃の地区大会で、「指名委員会制度」が決議さ

れ、これまで、この制度により歴代のガバナー ノミ

ニーが選出されてきました。指名委員会の指名委員は

パストガバナー全員で構成され、地区大会で地区内ク

ラブの決議による民主的ルールで決められてきまし

た。ところが、米田直前ガバナーは、指名委員の選出

はガバナーの専権事項であるとし、地区大会での決議

を経ずして、自分に味方するＰＧのみで指名委員を決

めてしまいました。 
従いまして、今後異議を唱えるクラブが、団結して

抗議する事態になる可能性が出てきましたので、皆さ

んの意見を頂戴することになるかも知れません。その

時はよろしくお願致します。 

次に今日の話ですが、ＲＩの重要テーマの一つであ

る水資源の問題について、少し触れてみたいと思いま

す。 
日本人にとってきれいな水はすぐそばにある当た

り前のものです｡しかし､世界には水資源に乏しい環

境が多くあることも事実です｡地球上に存在する水の

うち､淡水が占める割合は２５％｡そして､飲み水とし

て利用可能な水は､わずか 000025％以下にとどまり

ます｡ 世界では 11 億人が安全な飲水が摂取不可など

日常生活に不便を感じる｢水ストレス｣の状態にあり､

さらに､２０秒に 1 人が安全でない水が原因の病気で

命を落としています。 
特殊な場合を除き､通常は貿易対象に入らない水で

すが､近年ではモノの生産に要した水を仮想水と称し､

輸出入に伴い売買されると捉える考え方が生まれて

います｡ 米 1 キロを作るには 2 トンの水､ジーパンを

1着作るには10トンの水がおおよそ必要で､それを仮

想水として購入しているとされるのです｡いわゆる非

資源国は農作物などの多くを輸入し､まさに仮想水の

輸入という形で乏しい資源を補っていると考えられ

ます｡そして､東京大学研究所によれば、日本の仮想水

量は世界最大といわれています｡もはや国内便用量を

上回る規模の仮想水量を輸入しているのです。日本の

食料自給率の低さから､世界的な水危機が食糧危機と

なって顕在化する恐れも出ています。 
  また､水が貴重な｢資源｣と認識されるにつれ､国際

河川の水資源を流域国がどう分け合うか政治的に重

要な問題となっています｡ 2009 年､中東クウェート

で開かれた環境問題シンポジウムで､中東和平を困難

にしている原因のひとつに水問題が挙げられていま

した｡ 例えば､ヨルダン川の水を独占的に利用してい

るイスラエル人と主に地下水利用のパレスチナ人で

は､水源利用の格差だけで 9:1 と大きな開きがあるの

です。「中東の安定化には水問題を含む環境問題への

取り組みが欠かせない｣と明言する専門家もいます｡ 
国連は、現在 11 億人の水ストレス人口が、2025 年に

は人口の 3 分の 2、約 50 億人となるとの予測を発表

しています｡ 水に対する危機を実感することが少な

い日本人ですが、水にまつわる問題は資源分野・政治

分野と木が根を張るように着実に広がり深刻化して

います｡今は､命の源である水に対する我々の認識を

もう一度改め直す時期なのかもしれません。 
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６．幹事報告         幹事 山畑 弥生 君 
○メーキャップ 

中村 文雄君  有田南 RC 4 月 17 日（火） 

有田南 RC 35 周年記念式典 

○休会のお知らせ 

 有田南 RC   5 月 1 日（火） 

 和歌山 RC   5 月 1 日（火） 

 田辺 RC    5 月 2 日（水） 

 和歌山東 RC  5 月 10 日（木） 

○５月のロータリーレート 

 １＄＝82 円 

○第 3回日台ロータリー親善会議の案内 

6 月 1 日（金）ホテルグランヴィア京都にて開催。 

登録申込は 4 月 30 日までです。参加希望の方は

申し出てください  

○第 22 回日本ロータリー親睦ゴルフ北海道大会 

 6 月 25 日（月）北海道・小樽カントリークラブ 

参加希望の方は申し出てください  

 

７．委員会報告 
○米山記念奨学委員会    委員長 那須 正志君 
 昨日、地区の米山奨学生カウンセラー会議に出席し

ました。5 月から中国・山東省出身の和歌山大学学生

の代 向斐さんをお世話することになりました。ご協

力よろしくお願いします。 
○真国(まくに)の荘の紹介       小椋 孝一君 
過疎集落支援総合対策事業

に指定された、紀美野町の真

国(まくに)地区に、4 月 14 日

（土）、イタリア料理とアート

が楽しめるコミュニティ施設

「真国の荘(しょう)」がオープ

ンしました。 
 紀美野町が育む創造性と手

業(てわざ)展」も、コミュニテ

ィースペースで開かれていま

す。ぜひ足を運んでください。 
 
８．ゲスト卓話 
紀陽銀行 経営コンサルタント 柏木 英之 様 

「わかりやすい 相続と遺言の

知識」 

遺産相続手続きの流れや、円

満に行うポイントなど、考えて

おきたい相続対策についてお

話いただきました。 
・誰にどの財産を残すか？ 
 □事業や生活のスムーズな

継承 
 □遺産争いを避け、円満な財産継承 
・遺族の相続税の支払は大丈夫？ 
 □相続税の負担軽減対策 
 □納税のための資金の準備 
遺産相続の手続きの流れを理解し、紛争を避けるため

に対策をと遺言を作成、遺言書の作り方、相続が開始さ

れた後の手続きについて、事例を交え説明いただきまし

た。 
 

９．閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1702 回例会 平成 24 年 5 月 7 日(月) 
     18：30～ 海南商工会議所 ４Ｆ 

お誕生日、結婚記念のお祝い 

新入会員 川田晃司君の歓迎例会 
 
 
 
 
谷口 誠也君   地区大会記念ゴルフのシニアの部

で優勝しました。 

柳生 享男君   研修会参加、宮田貞三さん、荻野

さん、お疲れ様でした。 

 

  
 

 

 

ロータリーとソーシャルネットワーク 
ロータリアンがオンラインで交流の輪を広げる方

法に「ソーシャルネットワーク」があります。国際ロ

ータリー公式ページを訪れ、ロータリーの輪を広げま

しょう。 

Facebook：ロータリー財団「End Polio Now」のペー

ジでこの運動にご参加ください。ポリオ撲滅

支援のための寄付もこちらから行えるほか、

ご友人や知り合いをこの撲滅運動に誘うことがで

きます。 

Twitter：ロータリアンの友人と連絡を取り合い、近況

を交わすため、短いメッセージが掲載できる

このブログサイトを利用しましょう。 

LinkedIn：ロータリーの友人とネットワークを築き、

交流を広げることができます。知識や経験を

シェアすることができるソーシャル・ネット

ワーキングを目的とした 仕事を持つ社会人のため

のサイトです。 

Flickr：ロータリーの行事の写真を RI のページに掲載

できます。写真コンテストで選ばれる可能性

もあります。 

YouTube：国際ロータリー独自のチャンネルがあり、

ロータリーに関心のある人が鑑賞できるビデ

オが掲載されています。ロータリアンは、掲

載されたビデオクリップをクラブや地区のウェブ

サイトに転載できます。ロータリアン、ローターア

クター、インターアクターには、公共奉仕広告の中

からビデオを選び、利用するよう奨励されています。

また、チャンネルには、新しいビデオが掲載された

ときに通知を受けたり、鑑賞者がビデオの内容につ

いてコメントを投稿できます。 

会報委員会    委員長：寺下 卓  副委員長：千賀 知起  委員：朝井 修  奥村 匡敏  大谷 徹


