
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 1773 回例会  

平成 26 年 1 月 27 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   「それでこそロータリー」 

３．出席報告 

会員総数 51 名 出席者数名 35 名 

  出席率 70.00％ 前回修正出席率 70.00％ 

 

４．会長スピーチ     会長 小椋 孝一 君 

皆さん、こんにちは。今

日の会員卓話は海南商工

会議所 会頭上中嗣郎さん

であります､よろしく御願

い致します。 
  ここで、１月２４日（金）

海南市、紀美野町に嬉しい

吉報が届いて来ました。こ

の地区の県立海南高校野

球部が、春の甲子園の２１

世紀枠で見事出場するこ

とが出来ました。大変喜ばしい事です。 
今月は、ロータリー理解推進月間です。北中登一パ

ストガバナーが理解推進月間について書いてあった

ので－部紹介します。今ここに来て、もう一度ロータ

リーとは何か、原点に帰り、考える必要があるのでは

ないかと思う昨今である。言うまでもなく、ロータリ

ーの基本理念は職業奉仕であり、根底を流れる理想は

ジェルドンの述べたように、「heprofits most who 
Serves best」である。これは真理であり、誰がどう

解釈しようと勝手であるが､真理は真理であり、いつ

の時代も変わる事がはい。これは日本語で言うと、正

に「自利利他」の精神であり、大乗仏教の基本精神と

なっている。ロータリーはもう一度、原点に帰り、し

っかりとして職業意識を持つことが必要ではないか。

職業とは、何のための職業か。食べるためである。つ

まり、生きるために私たちは働いているのだ､そのと

おりであろう、だから生業（なりわい）という。私た

ちは、つまりは自分のために働いているのである。し

かし、私たちの職業は､職業として成り立っているの

は、世の中がそれを必要としているからであろう。必

要としないなら、その職業はとうに消えて無くなって

しまっているはずではないか。つまり、私たちが自分

のために働いている。そのことがそのまま皆のために、

なっているということになるのである。私たちの職業

は、自分の利すると同時に他をも利しているというわ

けである、この様なことを「自利利他同時」という、

奉仕とは、他を利する事をいう、だから私たちが日々

の自分の仕事に精を出す事､その事がそのまま大きな

奉仕の行を行じていることになるのでる。 
 

５．幹事報告         幹事 大谷  徹 君 

○例会臨時変更のお知らせ 

和歌山東南ＲＣ 2 月 12 日(水)→ 2 月 12 日(水) 

18:30～ ロイヤルパインズホテル 

（和歌山南 RC との合同例会） 

岩出ＲＣ    2 月 13 日(木)→ 2 月 8 日(土) 

13:30～受付 14:00 開演 16:00 終演予定 

（きさらぎコンサート With 第９合唱） 

岩出市総合体育館小ホール 

          2 月 20 日(木)→ 2 月 20 日(木) 

 13:00～ 橋本カントリークラブ 

             旧ＩＭ４組 合同例会 

 粉河ＲＣ     2 月 19 日(水)→ 2 月 20 日(木) 

橋本カントリークラブ 

             旧ＩＭ４組 合同例会 

          2 月 26 日(水)→ 2 月 26 日(水) 

12:00～ 名手公民館 

 （外部卓話） 

○休会のお知らせ 

新宮ＲＣ    2 月 5 日(水) 

和歌山東南ＲＣ 2 月 26 日(水) 

○２月のロータリーレート 

１＄＝１０２円 
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６．委員会報告 
○国際奉仕委員会       委員長 桑添 剛 君 
 国際大会の参加の詳細をご案内いたします。オース

トラリアのシドニーにケアンズ経由で 5 月 30 日から

出発します。多くの皆さんのご参加をお願いします。 
○出席委員会        委員長 大江 久夫 君 
 当クラブの出席率が地区の 71 クラブ中、ワースト

9 となっています。皆さん、できるだけ時間をつくっ

ていただき、ご出席くださいますようお願いします。 
○研修委員会       副委員長 楠部 賢計 君 
 研修活動の準備として、皆さんにアンケートをお願

いします。ロータリーのことについて、理解を深めて

もらうために役立てます。ご協力をお願いします。 
 
７．会員卓話 

海南商工会議所 会頭 上中 嗣郎 様 

みなさん、こんにちは。

寺下プログラム委員長がス

ピーチの練習のため卓話を

させてやろう、との有りが

たい心遣いを受けまして何

年ぶりかで卓話をさせて戴

きます。 

大きいテーマで「アベノ

ミクスとは」ということで

お話を始めます。アベノミ

クスとは、第 2次安倍内閣が掲げた経済政策のことで

あります。具体的に申しますと、2012 年（平成 24 年）

12 月 26 日より始まった第 2次安倍内閣において、安

倍首相が表明した”３本の矢”を柱とする経済政策の

ことです。政策の最大目標を経済回復と位置づけ、デ

フレ脱却を達成するために日銀法の改正まで視野に

入れたことで国内だけでなく世界からも注目を集め

ている。アメリカのオバマ大統領をはじめ各国の識

者・政府関係者か

ら多くの支持を

得ていますが、一

方韓国や中国な

どからは批判も

出ているようで

あります。  

３本の矢の１

本目は、大胆な金

融政策です。バブ

ル崩壊以降の 20

年間における不

況の最大要因をデフレと捉え、デフレ脱却を目指すべ

くインフレターゲットの導入を決定。そのために、こ

れまで独立性が重視されてきた日銀に対して、日銀法

の改正も視野に入れた上で 2%の物価目標を掲げるよ

う働きかけ、その目標が達成されるまでは無制限の量

的緩和策をとることを決定しました。 

２本目は、機動的な財政政策です。政府は 2013 年

1 月 15 日、過去２番目の規模となる 13 兆１千億円の

補正予算案を閣議決定しました。内訳は、東日本大震

災の復興費を含む”復興・防災対策”に３兆８千億円、

通学路の安全対策など”暮らしの安全・地域活性化”

に３兆１千億円、さらに再生医療の実用化支援など”

成長による富の創出”に３兆１千億円となっています。 

３本目は、民間投資を喚起する成長戦略です。産業

競争力会議において７つのテーマ別会合を開き、2013

年 6 月をめどに具体案をまとめるとした。７つのテー

マは以下の通りであります。①産業の新陳代謝の促進 

②人材力強化・雇用制度改革 ③立地競争力の強化 ④

クリーン・経済的なエネルギー需給実現 ⑤健康長寿

社会の実現 ⑥農業輸出拡大・競争力強化 ⑦科学技術

イノベーション・ＩＴの強化）これがアベノミクスに

よる経済政策であり現在進行中であります。その効果

は段々と目に見えてきているようです。たとえば、

「株」が 15,000 円を超え、主要企業が好決算を迎え。

迎えようとしております。さて、もう一つ重要なこと

があります。ＴＰＰ（環太平洋自由貿易構想）で有り

ます。アベノミクスとＴＰＰは「同時進行」の日本経

済に関わる重要事項であろうと思います。アベノミク

ス３本目の矢である成長戦略において、重要なカギと

なるのがＴＰＰである。円安誘導に続いて貿易品目の

関税撤廃が加われば輸出産業にとって追い風となる

事が明らかですから。2013 年 2 月 23 日、ホワイトハ

ウスでオバマ米大統領と

会談した安倍首相は「聖域

なき関税撤廃が前提でな

いことが明確になった」と

して事実上のＴＰＰ参加

を表明しております。自動

車産業を守りたいアメリ

カと米農家を守りたい日

本の思惑が一致した格好

であります。共同声明では「全ての物品が交渉の対象

とされる」との原則が改めて確認されておりますが、

ＴＰＰが日本経済回復の起爆剤となるかどうかは今

後の交渉にかかっていると思います。 

理想的なシナリオ 

デフレ対策におけるアナウンスメント効果→円高

修正・株価上昇→日経平均株価とは？→輸出企業の利

益増加→雇用拡大・所得増加→消費拡大・インフレ期

待の高まり→物価上昇（インフレ率２%へ向けて）→

内需産業の利益増加→本格的な景気回復→最悪のシ

ナリオ デフレ対策におけるアナウンスメント効果→

円高修正（円安誘導）→補正予算のために大量の国債

を発行→消費税増税による景気減速・税収減→財政規

律の悪化による国債＆円の信認低下→国債価格の下

落＆過度な円安→経済再生失敗＆食料品・資源価格の

上昇→スタグフレーション 

アベノミクスに対する批判とそれに対する反論とし

ては、日銀の独立性に反する政策は円そのものの信認

を揺るがしかねないに対し、中央銀行（日銀）の役割

は物価の安定であり、自国の経済を安定的に発展させ

ることにある。自国の経済が長期間にわたって停滞し

ている現状においてその責任の一端が金融政策にあ

ると認められる場合は、中央銀行の独立性よりも経済



再建の方が優先されるのは明らかである。 

日本におけるデフレの原因は人口減少であり、日銀

にその責任を転嫁するのは間違いだ。に対し、ドイツ

やイタリアなど人口が減少している国は他にもある

が、長期的なデフレに陥っているのは日本だけである。

デフレの根本的な原因は日銀のとってきた消極的な

金融政策スタンスにある。デフレとはあくまで貨幣現

象であり生産年齢人口の減少にその原因があるとす

る考えは日銀の責任転嫁にすぎない。 

政府における意

図的な円安誘導は

通貨安競争を招き

かねないに対し、

デフレ脱却を目的

とした金融政策の

中で市場の期待が

円安という形で表

れただけである。

そもそもリーマンショックの後、世界各国が金融緩和

を進める中で日本だけが円高という苦しみに耐えて

きた。今はその過度な円高の修正局面にすぎない。日

本経済の再生は長期的に見れば世界経済にとっても

プラスになる。 

物価目標を２%に上げることで資産バブルやハイパ

ーインフレを招くのではないかに対し、これまで日銀

の「１%を目処」とした政策ではデフレ脱却には至ら

なかった。インフレ期待とは正に期待であり、国民と

市場に訴えかけて初めて効果が表れる。その意味で

２%の物価目標は、経済的に成熟した国家に必要なマ

イルドなインフレ（１%前後）を生み出す原動力とし

てインパクトある数値だと考える。そもそも、2%の目

標達成を疑う声がある中で、資産バブルやハイパーイ

ンフレを危惧するのはあまりにも飛躍した考えであ

る。 

 

８．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 1774 回例会 平成 26 年 2 月 3日(月) 

海南商工会議所 ４F 16：30～ 

お誕生お祝・ご結婚記念日お祝い 
ゲスト卓話 米山記念奨学生 

アーマド・シャキル・ビン・アズミ 君 
  

 
 
 
 
 宮田 敬之佑 君 海南高校の甲子園出場、皆さんの

応援をお願いします。 
上中 嗣郎 君  本日卓話致します。 

小椋 孝一 君  県立海南高校春の甲子園出場お

めでとう！ 

大谷 徹 君  上中会頭、本日卓話ご苦労様。海

南市の為がんばって下さい。 

 
 
 

2014-15 年度のテーマ 

「ロータリーに輝きを」（Light Up Rotary） 
国際ロータリーの黄其光(ゲイリ

ー C.K. ホァン：台湾)ＲＩ会長エ

レクトは 2014-15 年度のテーマ「ロ

ータリーに輝きを」（Light Up 

Rotary）を発表しました。 

ホァン会長エレクトは、「ただ座

って暗闇を呪うよりも、ロウソクを

灯したほうがいい」とロータリー設立の約 2,400 年前

を生きた中国の思想家、孔子の

言葉を引用し、孔子の教えに心

を動かされたと述べました。さ

らに、「世界には問題が山積みと

なっており、大勢の人が助けを

必要としています。しかし、“自

分にできることはない”と言っ

て、何もせずにただ座っている

人が大勢います。これでは、何

もかも暗闇のままです」「ロータリーの考え方は、孔

子と同じです。ロウソクを灯すのがロータリーです。

私が一本、あなたが一本。こうして、120 万人の会員

全員がロウソクを灯します。力を合わせれば、世界を

光で輝かせることができるのです」とテーマの趣旨を

述べました。 

 

2014 年「ザ・ロータリアン」誌 

写真コンテスト 
今年度も「ザ・ロータリアン」誌が主催する写真コ

ンテストが開催されます。 

クラブの活動や特別行事、リスボン国際大会や海外

プロジェクトの様子など、あなたが撮影した会心の一

枚をご応募ください。受賞者には、レンズ付き一眼レ

フカメラ、またはウルトラズーム・オートフォーカ

ス・カメラが贈られます。審査には、ピュリッツァー

賞を受賞した写

真家、David Hume 

Kennerly 氏が加

わります。 

応募作品は、

2013 年か 2014

年に撮影された

写真 3枚までとします。応募締切日は 2014 年 2 月 28

日です。賞品は、最優秀作品（1 名）：レンズ付き一

眼レフカメラ、優秀作品（2 名）：ウルトラズーム・

オートフォーカス・カメラです。 

受賞作品は「ザ・ロータリアン」誌 2014 年 6 月号

にて発表され、選ばれた作品は年間を通じて同誌に掲

載されます。 詳しくは、 

https://www.rotary.org/myrotary/ja/photo-contes

t 



「私は一人の女の子」 

マララさんの思い 
美しく汚れなき理想郷、タリバーンの支配下へ 

ここは、パキスタン

北部、カシミール地方

とカイバル峠の間にあ

るスワート渓谷。かつ

ては、行政長官ジェハ

ンゼブの管理下に置か

れ、豊かさと平和に満

ちた生活が営まれてい

ました。近代化を進め、男女両方に開かれた学校を建

設、自動車では行くことができない遠隔地にも行政の

手を行き届けました。 

「雲を突き抜けるように山がそびえる、美しく汚れな

き理想郷。人びとは、この地をシャングリラ（伝説の

理想郷）と呼びました」そう振り返るのは、ジェハン

ゼブの孫娘であるゼブ・ジラニさんです。地元の人び

とから、今でも"プリンセス・ゼブ"と呼ばれます。か

つては家族が所有する鉱山でエメラルドが採れたそ

うです。しかし、1969 年、スワート地方の主権はパ

キスタン政府に渡り、同地方は下降線をたどることに

なります。さらに、2008 年にはタリバーン政権が台

頭し、その後の 2年間、人びとは厳格なイスラム法に

よって支配される生活を強いられました。政治的に敵

とみなされた者は拘束され、斬首刑や鞭打ちの刑に処

された人もいました。公開処刑が行われ、女性への暴

力が横行し、学校も破壊されました。 

ジラニさんは 1979 年、生活の場を米国へと移しま

した。その後も年に 1度帰国していますが、生まれ故

郷が侵略される様を目にするのはとても辛いと話し

ます。エメラルド鉱山から得た財産もなくなってしま

いました。しかし彼女は、一から集めたお金で学校を

建設し、スワートからの難民のためにシェルターと薬

品を提供、さらに、スワート地方に初のロータリーク

ラブを創設しました。 

教育への思い 

クラブへの入会を呼びかけた最初の人たちの中に、

教育者で活動家でもあるジアウディン・ユスフザイさ

んという人がいました。彼の娘は、今や世界の人とな

った、マララ・ユスフザイさんです。彼女の父親も、

スワートの伝統を守ることに力を入れていました。パ

キスタン政府が同地域での統制を一部的に取り戻し

た後の 2010 年、彼が所属する ミンゴラ・スワート・

ロータリークラブ主催の音楽イベントの準備に加わ

っていました。タリバーンの台頭後では初めての音楽

行事だったため、ロータリアンは皆、イベントの開催

を強く誇りに感じていました。「脅しや暗殺が頻繁に

起きていたため、何が起こるか分かりませんでした。

でも、結果的に素晴らしいイベントにすることができ

ました」 

マララさんを襲った悲劇 

2012 年 10 月のある日、ジアウディン・ユスフザイ

さんは、総勢 300 名以上の校長・教師が集まった全人

教育の推進キャンペーンに参加していました。ロータ

リー仲間のアーマドさんに続いて演壇に上がったと

き、一本の電話が入りました。「私はアーマドさんに

電話を取ってもらいました。すると彼が私の耳元で、

娘が通う学校のバスが襲撃されたことを告げました。

目の前が真っ暗になりました。マララが標的とされた

にちがいないと感じたからです。場内には私を呼ぶア

ナウンスが流れ、額には汗が流れていました。6分間

の演説を終えるとアーマドさんがやってきて、病院に

直行するよう私に言ったのです」被害者は、マララさ

んでした。スクールバスで帰宅中、銃をもった男が車

中に押し入り、どの生徒がマララさんかを教えないと

全員を殺すと脅したのです。恐怖に駆られた生徒たち

は、マララさんの方を見つめるほかありませんでした。

男は銃口をマララさんの頭に向け、至近距離から発砲

しました。事件から 6日後、戦争被害者の治療を専門

とする英国バーミンガムの病院に搬送されたマララ

さんは、そこで昏睡状態から目覚めました。「どこの

国に私はいるのですか？」とマララさんは尋ねたそう

です。謙虚に振る舞いつつ、彼女は毅然として述べま

した。「タリバーンは私を殺そうと思ったことでしょ

う。でも、そうはさせません」父親には「安心して」

と声をかけ、ジラニさんには「人びとを助けようとす

る私のことを、きっと神様が守ってくれる」と述べま

した。 

希望を新たに 

2013 年 3 月、マララさんは、英国で 2 番目のパキ

ンスタン人口を抱えるバーミンガム市内の学校に通

学し始めしました。グリーンのセーターに身を包み、

ピンクのカバンを背負ったマララさんは、頭の中に埋

め込まれたチタン製プレートと、補聴器材が左耳に付

いていることを除けば、普通の女の子と何ら変わりは

ありません。「私は一人の女の子に過ぎない」と彼女

は言います。英国での勉学を開始したマララさんは、

最初に、すべての子どもの教育を受ける権利を訴える

署名活動を行いました。 

父親は、ゴードン・ブラウン国連世界教育特使（元

英国首相）の諮問役となりました。マララさんは、世

界中の人が知る存在となりましたが、心の中には常に、

故郷に再び繁栄の日が訪れることへの希望が宿って

います。 

ジラニさんは、スワート地方への物資提供を通じて、

地道な支援活動を続けています。「マララさんに起こ

ったことは本当に恐ろしいことです。しかし、これに

よって世界が彼女に耳を傾けることになりました。き

っと、彼女の目標を支える大きな力となるでしょう。

いつの日か故郷へと戻り、私たちの活動が生み出した

変化を知ってもらえたらいいなと感じています」 

故郷に変化をもたらすこと、これはマララさんにとっ

ても同じ願いです。彼女の父親は、今回の事件を振り

返りながら、いつか故郷に帰ることを望んでいます。 

「私たちの故郷、スワート渓谷に帰る日のことを夢見

ています。そしたら、マララにもロータリーに参加し

てもらいます」 

「ザ・ロータリアン」誌 2014 年 1 月号からの抜粋 
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