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District 2640 Japan

会長 山畑 弥生

ＲＩ会長 バリー ラシン

第 1989 回例会
平成 31 年 3 月 25 日(月)
12：30～ 海南商工会議所４F
ゲスト卓話 海南税務署長 荒谷 和史 様
１．開会点鐘
２．ロータリーソング
３．出席報告
会員総数 42 名
出席率 40.48 ％

「四つのテスト」

出席者数 17 名
前回修正出席率 61.90 ％

４．会長スピーチ
会長 山畑 弥生 君
皆さん こんにちは！先
ず始めに海南税務署長の荒
谷 和史 様、お忙しい中、よ
うこそお越し下さいました。
後程、スピーチ宜しくお願い
致します。
それから、3 月 21 日(木)
に開催致しました地区（第 2
分区）イーストクラブコンペ
ですが、当初は大雨になるか
と心配しておりましたが、時折小雨が降る程度で風
が強かったものの暖かく、田辺東 RC7 名、御坊東 RC4
名、ホストクラブである当クラブからは 17 名の沢
山のメンバーに参加を頂き無事終了いたしました。
コンペ幹事の寺下さん始め、皆さん、ご苦労様でし
た。また、イーストコンペと同日にロータリー財団
補助金管理セミナーが和歌山県 JA ビルで開催され
ており、申し訳なかったのですが地区財団補助金小
委員会の委員長でもある花田さんに一任致しまし
た。そして、昨日より花田さん、寺下さん御夫妻、
奥さんの御家族 7 名でセブ島を訪問中ですので今日
は欠席されていますが、27 日帰国予定です。元気に
帰国されますよう祈っています。
それでは、クラブ細則の変更についてお諮りした
いと思います。改正案は既に皆さんに郵送でお届け
しておりますので、ご存知かと思います。今回の改
正は、標準ロータリークラブ定款との整合性を図り、
推奨ロータリークラブ細則の文言に出来るだけ準
処し、クラブの柔軟性を導入した細則となっており
四つのテスト
①真実かどうか
②みんなに公平か

言行はこれにてらしてから

③好意と友情を深められるか
④みんなのためになるかどうか
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幹事 中村 俊之

ＳＡＡ 田岡 郁敏

ます。特に委員会構成についてはクラブリーダーシ
ッププランや次年度の地区部門別会議などに沿っ
た委員会構成にする為の改正でもあります。時間の
都合上、変更されている主だった箇所だけ説明させ
て頂きます。
【第 1 条】定義に定足数を追加記載
【第 4 条】役員の任務に会場監督の任務が記載され
てなかったので追加記載
【第 5 条】夜間例会は 19 時開催とする。
理事会は毎月開催する。（役員・理事各位の都合
により日にちを調整して開催しているのが実状の
為、第 2 水曜日に開催を削除）
【第 8 条第 1 節】委員会については、お手元にお配
りしている委員会構成（案）をご覧ください
委員会構成（案）※クラブ細則 9 条改正（標準ク
ラブ定款第 3 条第 7 節に準拠
【第 8 条第 4 節】委員長は、委員会活動について活
動内容や予算など重要な事項について事前に理事
会の承認を得ると共に活動終了後は報告をしなけ
ればならない。
尚、議事の順序については、慣例事項と共に内規
扱いとする。説明は以上です。
ご質問、ご異議はございませんか？ないようでし
たら細則 15 条の「定足数の出席する任意の例会に
おいて、出席会員の 3 分の 2 の賛成投票によって改
正することが出来る」そして、細則 7 条の「採決は、
口頭でもって処理されるものとする」とありますの
で、皆さんにお諮り致します。皆さん賛成と云うこ
とで細則を変更致します。有難うございました。
５．幹事報告
幹事 中村 俊之 君
○例会臨時変更のお知らせ
那智勝浦ＲＣ
3 月 28 日（木）→3 月 28 日（木）
12:30～ 旧グリーンピア南紀 （花見）
4 月 4 日（木）→ 3 月 31 日（日）
8:00～ 新宮市佐野体育館
（くろしお少年剣道大会）
和歌山ＲＣ
4 月 2 日（火）→4 月 2 日（火）
12:30～ 紀三井寺 はやし（お花見例会）
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粉河ＲＣ

4 月 3 日（水）→4 月 3 日（水）
12:30～ 愛宕公園 お花見例会
雨天の場合は「和心庵」にて
岩出ＲＣ
4 月 4 日（木）→ 4 月 7 日（日）
13:30～14:30 京都吉兆 松花堂店
和歌山中ＲＣ 4 月 5 日（金）→ 4 月 6 日（土）
18:00～ ダイワロイネットホテル
（観桜家族会）
和歌山北ＲＣ 4 月 15 日（月）→ 4 月 13 日（土）
15:00～ ホテルグランヴィア
（創立４０周年記念式典）
和歌山西ＲＣ 4 月 17 日（水）→ 4 月 21 日（日）
「地区研修・協議会」
4 月 24 日（水）→ 4 月 25 日（木）
18:00～ 「魚菜八風」
和歌山東南ＲＣ 4 月 24 日（水）→4 月 24 日（水）
18:30～ ホテルアバローム紀の国
（和歌山アゼリアＲＣとの合同例会）
○休会のお知らせ
和歌山東ＲＣ
4 月 4 日（木）
和歌山北ＲＣ
4 月 29 日（月・祝）
６．ゲスト卓話
海南税務署長 荒谷 和史 様
九州物語
皆様方には日頃から、税務行
政の円滑な運営に対しましてご
協力を賜り、厚くお礼申し上げ
ます。
私、海南税務署へ着任する前
の平成 29 年７月から平成 30 年 7
月の１年間、熊本県の山鹿税務
署で勤務させていただきましたので、本日は熊本を
中心とした九州のお話をさせていただきたいと思
います。
1.平成 28 年熊本地震
九州､とりわけ熊本における近年の出来事で、ま
ず思い浮かびますのは平成 28 年 4 月に発生した「熊
本地震」です。早いもので、あれから、もう 3 年が
経過しようとしております。
熊本市に隣接する益城町で最大震度７を記録す
る大地震が発生し、熊本県下広域にわたり、これま
で経験したことのない大きな揺れに襲われました。
熊本のシンボルである熊本城の石垣は崩れ、城の建
物も損壊するほか、阿蘇神社も損壊、阿蘇大橋が崩
落するほか、各地で甚大な被害が発生しました。
熊本城は現在復旧に向けて工事が進んでいます
が､完全復旧まで 20 年かかるとも言われています。
一曰も早い復興をお斬りします。
2.九州のお酒
九州のお酒といえば焼酎が思い浮かびます。なぜ、
九州で焼酎が造られるか。やはり気候が暖かいので
日本酒造りにはあまり適していいないということ
と、焼酎の元となる蒸留酒は中国から琉球（沖縄）
を経鐘して九州に入ってきたといわれています。
現在、九州の代表的な焼酎は、宮崎県、鹿児島県

が中心に造られている「芋焼酎」熊本県の南部の人
吉市を中心とした球磨地方で盛んな「米焼酎」など、
いずれもぅせのないすっきり飲みやすい焼酎です。
それ以外に忘れてはならないのが、皆様よくご存
知の大分麦焼酎です。大分県の宇佐市にあるメーカ
ーさんが造った麦焼酎が『下町のナポレオン」のキ
ャッチフレーズで全国的にヒットし、第二次焼酎ブ
ームを巻き起こしたのは記憶に新しいところです。
3.隠れた観光スポット
九州といえば、大分の別府、熊本の阿蘇や天草、
鹿児島の指宿など、メジャーな観光地はたくさんあ
りますが､あまり知られていない隠れた観光スポッ
トもお勧めです。
大分変焼酎の生産地である宇佐市には全国の八
幡神社の総本宮といわれる「宇佐神宮」があり、多
くの観光客が訪れています。
また、宇佐市の東隣の豊後高田市には、日本映画
のロケ地として脚光を浴びている「豊後高田昭和の
町」があります。昭和時代のレトロな街並みが保存
されている地域です。さらに、熊本県の八代から鹿
児島県の薩摩川内まで結ぶ約 117 キロメートルのロ
ーカル線「肥薩おれんじ鉄道」も映画になりました。
平日は、通勤や通学のお客さんが利用されています
が、土日は観光客が多く見受けられます。
4.熊本県山鹿市について
最後に私の勤務地であった山鹿市について少し
だけご紹介します。山鹿市は熊本県の北部に位置す
る人口５万人強(海南市と同じくらい）の静かな温
泉の町です。
ご紹介したいのは、毎年 8 月 15 日･16 日に行われ
る「山鹿灯籠まつり」です。浴衣姿の女性が、頭に
「金灯籠（かなとうろう）という和紙と糊だけで作
った灯籠を載せて踊ります。祭りのクライマックス
は、8 月 16 日の夜、山鹿小学校のグランドで、金灯
籠を載せた 1,000 人の女性が幾重にも輪になって優
雅に踊る、
「千人灯寵おどり」というイベントです。
非常に幻想的な踊りで一見の価値はあります。
もうひとつは、明治 43 年に建築された芝居小屋
「八千代座」です。国の重要文化財に指定されてい
ますが、現在も利用されています。
満員でも 600 人程度の入場人員ですが、有名な役
者さんの歌舞伎公演などが行われる、由緒ある芝居
小屋です。今年も 4 月 19 日から 3 日間、市川 海老
蔵さんの公演が予定されているようです。
5.結びに
以上で私の「九州物語」は終了です。熊本地震か
らもうすぐ３年になり、復興は着々と進んでいるよ
うですが、完全復興にはまだ相当の期間が必要なよ
うです。観光に訪れるお客さんも徐々に回復してき
たようですが、復興支援のためにも、今見学可能な
ところへたくさんのお客さんが来ていただけるこ
とが必要かと思います。昨年１年間お世話になった
熊本のためにも、応援したい気持ちでいっぱいです。
７．閉会点鐘

次回例会 2019 年 4 月 1 日（月）19:00～
第 1990 回 夜間例会
花見例会「佶楓」ふじ白庵（元神田屋）
お誕生日・結婚記念日お祝い

山畑 弥生 君

荒谷 海南税務署長 様、今日は
よろしくお願いいたします
田岡 郁敏 君
〃
前田 克仁 君
〃
山名 正一 君
荒谷署長 様、本日宜しくお願
い致します。
岸 友子 君 荒谷署長様、本日は卓話ありがと
うございます。
魚谷 幸司 君 イーストゴルフ楽しくまわらせ
てもらいました。息子が医師国家
試験に合格しました。

３ クラブで親睦ゴルフコンペ
イーストゴルフコンペ

田辺東、御坊東、海南東ロータリークラブは親
睦・交流ゴルフ、通称 イーストゴルフコンペを 3
月 21 日（木・祝）に和歌山県紀美野町のサンリゾ
ートカントリークラブで開催しました。
当日は、3 クラブから、28 名が参加。珍プレー、
好プレー、笑い
ありの熱戦が
繰り広げられ
ました。
また、心配し
た天候も回復
し、気温も上が
り、暖かく、プ
レー途中には、
虹が出るなど、しばし、景色に見とれ、和ませてく
れました。
優勝は、佐田 一三
さん（田辺東 RC）、準
優勝は、坂本 正人さ
ん（田辺東 RC）、第３
位は、小池 佳史さん
（御坊東）でした。

皆で、その実力と強運を称え、表彰式も盛り上が
りました。
イーストゴルフコンペは、2004-2005 年度に田辺
東 RC、御坊東 RC、海南東 RC の 3 クラブでスタート
ました。その後、地区内で名前に東ロータリーと付
くクラブの輪が広がり、段々と参加してくれるクラ
ブが増え、盛り上がり、親睦と交流を深めていまし
たが、一時期、参加者が減り、ホストクラブに迷惑
をかけるとの理由で中断してしまいました。しかし、
5 年前から、当初スタートした 3 クラブで再度、開
催することとなり、以後、毎年開催しています。ホ
ストは持ちまわりで、今回は海南東 RC がホスト役。
ゴルフを通じて相互の親睦と交流を深められるこ
とができました。参加の皆さん！ご協力、有難うご
ざいました。

人びとが安全な水を持続的に利用でき
るようにするために、ロータリーが新
たな方法で挑む
安全な水、衛生施設や衛生リソースの不足は、世
界で最も大きな保健問題の一つです。これはまた、
解決が最も難しい問題でもあります。
ロータリーはこれまで何十年にもわたり、井戸を
掘り、配管工事を行い、浄水設備を整え、流し台や
トイレを設置するなどして、人びとが安全な水を利
用できるよう支援してきました。しかし最大の課題
は、このような設備が
整えられた後にあり
ます。それは、はじめ
にプロジェクトが成
功してもゆくゆくは
失敗に終わるケース
ゆくゆくは失敗に終
わるケースが頻繁にあるからです。
コンサルティング会社「Improve International」
社が集めたデータによると、サハラ以南のアフリカ
だけでも、機能不全となった水道システムに関連す
る費用の累計額は、さまざまな団体を合わせて 12
億～15 億ドルに上ると推定されています。
アフリカ、南米、南アジアの一部では、まるで持
続不可能となった奉仕プロジェクトの証とでもい
うように、錆びた給水ポンプや老朽化した衛生施設
があちこちに見られます。独立して調査を行った
「Aguaconsult」社による 2013 年の報告では、ロー
タリーが実施したプロジェクトでのこのような問
題が取り上げられました。また、より効果的なプロ
ジェクトを計画する上での持続可能性の重要性に
も触れられています。
ロータリーがここ数年、活動の焦点を教育、協力、
持続可能性に転換したのもこれが一つの理由とな
っています。

ロータリー財
団のグローバル
補助金、ロータリ
アン行動グルー
プ、米国国際開発
庁（USAID）との
パートナーシッ
プ によって、ロ
ータリーの水と衛生プログラムである「WASH プログ
ラム」は、より効果的で持続的な変化をもたらして
います。
「ロータリーの水と衛生プロジェクトはどれも、
思いやりと善意で実施されていますが、その多くが
地域社会の実際のニーズに応えていなかったので
す」と語るのは、「水と衛生のためのロータリアン
行動グループ」の創設者で名誉会長の F. ロナル
ド・デンハムさんです。2007 年に結成された同グル
ープは、ニーズと持続可能性を重視しています。
過去には、設備や施設が適切に設置され、人びと
からも良い反応がありましたが、地元住民の当事者
意識、教育、持続可能性が欠けていたことがありま
した。また多くの場合、 地域社会が自立して長期
的にプロジェクトを管理するのに十分な支援があ
りませんでした。
持続可能性の障壁の一つは、人的支援への継続的
なニーズです。
ロータリー会員は、もともとボランティアです。
「誰でも同じように、ロータリアンにも仕事や家族
という優先があります」とデンハムさん。デンハム
さんはこれまで 30 年以上、クラブと協力して水と
衛生の問題に取り組み、エチオピア、ガーナ、イン
ド、ケニア、ウガンダでプロジェクトを指揮してき
ました。
また、地元の改善に取り組むロータリー会員につ
いて次のように話しています。「プロジェクト実施
地側のクラブにとって、例えば、長期間 WASH プロ
ジェクトを管理するのは大変です」。これは、複雑
な技術的要素が必要とされるときに特に当てはま
ります。「私たちは力を尽くしていますが、援助を
必要としています。成功には、外部に支援を求める
ことが不可欠です」
地域社会のかかわりと当事者意識
今日、プロジェクト成功のカギは、補助的なリソ
ース、資金、技術、人脈、文化に関する知識といっ
た専門知識を提供する団体との協力にかかってい
ます。「クラブは、地域社会とそのリーダーや専門
団体と密着して活動する必要がある」とデンハムさ
ん。「またさらに重要なのは、地域社会のニーズを
理解することです。地域社会に何が必要なのかを憶
測で判断してはなりません」
ロータリー財団は長年の活動を通じて、長期的な
変化をもたらすには地域社会の関わりが極めて重
要であることを学びました。現在、他国で実施する
一部のプロジェクトでは、補助金を申請するクラブ
に対し、プロジェクトの計画に地元住民が関わった
クラブ会報・広報・雑誌・IT 委員会

ことを証明することを義務づけています。
取り組む課題を選び、地元で利用可能なリソース
や解決策を判断し、長期的な管理計画を作成するに
は、地域社会の参加が必要とされます。
いずれ地域社会の人びとが自力で継続していけ
なければ、そのプロジェクトは成功したとは言えな
い、とデンハムさんは話します。
2010 年、デンハムさんの所属クラブ、トロント・
エグリントン・ロータリークラブ（カナダ、オンタ
リオ州）は、安全な水が不足するケニアの大地溝帯
での水と衛生プログラムの主要な援助国側パート
ナーとなりました。
計画段階における
地下水の試験で高い
レベルのフッ化物が
計測されると、援助
国のクラブは計画を
変更し、浅い掘削孔
を掘ることにしまし
た。これまでの経験
から、雨水を貯水す
る方がより安全な方法だとわかったからです。
実施国側のクラブ、ナクル・ロータリークラブ（ケ
ニア）は現在、各家庭で 1 万リットルの貯水タンク
を設置するための資材を提供し、その設置方法を教
えています。その作業と管理を行うのは各家庭です。
50 ドルの投資で、家族が乾季を乗り切るのに十分な
水を貯めることが可能となります。
現在までに、このプロジェクトを通じて 3 千基以
上の貯水タンクの設置に資金が提供され、およそ
28,000 人が安全な水を利用できるようになりまし
た。これまでは、家族の誰か（その多くは女性や子
供）が水をくむために 1 日に何キロも歩かなければ
なりませんでしたが、もうその必要はありません。
貯水タンクを所有した女性たちは、新しい家庭の
姿を思い描けるようになりました。また、ロータリ
ークラブを通じて利用している小口融資のおかげ
で、母親たちは水く
みではなく、小事業
を営み、収入を得ら
れるようになりま
した。
「貯水タンクは、
母親だけでなく子
供たちにも自由を
もたらしました。今
では、子供たちは学校に行く時間の余裕ができまし
た」とデンハムさんは説明します。
水と衛生に関する教育指導
衛生施設の設置だけでは、WASH プロジェクトの長
期的な成功は望めません。健康的な習慣を定着させ
ることも重要です。適切な衛生習慣によって、コレ
ラ、赤痢、肺炎などの病気を 50 パーセント近く減
らすことができます。石鹸を使った手洗いだけで命
を救うことができるのです。
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