
２００９年１２月第３週号 

第２２４８回 
平成２１年１２月１８日(金) 点鐘１２：３０〈晴れ〉     

 

＊ロータリーソング  『手に手つないで』 

＊四つのテスト  ～言行はこれに照らしてから～ 

１．真実か どうか      ２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めるか  

４．みんなのためになるか どうか 

＊お客様紹介 

  本日のｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ／毎日新聞千葉支局 

                支局長  前田 浩智様 

≪会長挨拶及び報告≫       寺澤 一良会長 

忘年家族例会が、大変楽しい内に終わることが出来ま

したことは、会員及び会員のご家族の皆様のご協力の

賜物でございます。大変有難う御座いました。 

土曜日には、子クラブの千葉緑ロータリークラブの忘

年家族例会に、当千葉南ロータリークラブから沢山のご

出席を頂き、親クラブとしての認識が保てましたことも感

謝申し上げます。 

今年は余すところ次週の例会１回となりました。 

今日はロータリーカードに付いてお願いしたいと思いま

す。実は私も入っていないのですが、カード会社で今回

のキャンペーンは、入会者から入会金を頂くことなく、入

会一人当り普通カードで￥５００円を、ゴールドカードで

￥１，０００円をロータリー財団に寄付をして頂けると言う

ものです。 

勿論、カードで買い物を致しますとポイントが普通に溜ま

りますし、と同時にロータリー財団に０．３％の寄付をする

ことになるのです。ロータリーマークは世界に通用致しま

すから、海外旅行にはＪＣＢカードより信頼性があると思

います。是非、ご協力を御願い致します。 

尚、このロータリーカードには法人カードはございませ

ん。 

１２月の理事会でお話しした「ゆめ半島千葉国体・ゆ

め半島千葉大会」に協力する件は千葉ロータリークラブ

の実行状況を見てから当クラブでは決めると言う結論に

なったのですが、千葉都市モノレール千葉駅階段ステッ

プ広告が１２月１９日から２２年１０月３１日までの予定で

お披露目式が１２月１９日（土）11：00 から行われると言う

報告が地区の広報・情報委員会（内貴委員長）から来て

おります。 

ロータリー米山記念奨学会から同奨学会は「特定公

益増進法人」に指定されていますから一年間（１月から１

２月３１日まで）に五千円以上特別寄付をされた方は寄

付金控除が受けられます。申告用の領収書は来年１月

末までにクラブ経由でお届け致します。 

最後になりましたが、現ガバナーから１２月８日で公式

訪問が全て終わりましたと感謝のお礼状が届いておりま

すことを報告して終わります。 

 

≪ﾏﾙﾁプル ポール・ハリスフェロー記念品伝達≫ 

鮫島永一会員、伊藤和夫会員 

 

≪ニコニコボックス報告≫ 

☆寺澤 一良会員 

毎日新聞千葉支局長、前田浩智様、本日はようこそ

いらっしゃいました。卓話を宜しくお願い致します。 

 先週の忘年家族例会が盛会裡に終えましたことは、会

員皆様のお陰です。有難うございました。 

☆瀨谷 研一会員 

前田様、本日はお忙しい中お越し下さり有難うござい

ます。我々庶民が普段見たり、聞いたり出来ないお話を

期待しております。宜しくお願い致します。 

それから、本日で、当オークラ千葉ホテルは、お蔭様

で開業８周年を迎えました。これも偏に皆様のご支援の

賜物とお礼申し上げます。今後ともお引き立ての程、お

願い致します。 

☆伊藤 和夫会員 

１１月２８日(土)、娘の佳代が結婚致しました。娘からの

手紙に感無量、ニコニコ涙が隠せませんでした。３人の

子ども達が皆片付き、感謝している次第です。 

☆鮫島 永一会員 

１０月末に右手指を怪我しました。一月半、外出を控

えました。年寄りの引き籠り状態で一寸辛い日々でした。 

☆土屋 武次会員 

通算４０年のお祝いをいただき有難うございました。 
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☆植松 省自会員 

忘年家族例会では、皆様のご協力、有難うございまし

た。寺澤会長、五十嵐幹事、瀨谷さん、親睦委員会の皆

様、事務局の太田さん、大変お世話になりました。有難う

ございました。 

☆親睦委員会一同 

忘年家族例会へご出席の皆様、ご協力有難うござい

ました。お蔭さまで盛会のうちに無事終了することが出

来ました。 

 

 

≪出席報告 (会員数４４名)≫ 

 

今関  川口 欠 塩谷  花澤 欠 

五十嵐 欠 北原  末吉 欠 橋口  

伊藤  国友  鈴木・美  畠山 欠 

植松  小塚 欠 瀨谷  原田 欠 

太田  小林  竹尾  本田 欠 

大野  向後 欠 高橋 欠 松尾  

小野  澤本  土屋  丸島 欠 

川合  榊原  寺澤  水野  

金親  斎藤・昌  出井  野城  

金田 欠 佐久間  中沢  吉田裕  

栢木  鮫島  野本    

出席 31 名 欠席 12 名 ﾋﾞｼﾞﾀｰ 1 名 修正出席率   90.48% 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい 

 

 

＊＊本日の卓話＊＊ 

 

演 題…『政治部記者のウラ話』 

卓話者…毎日新聞千葉支局 支局長 前田 浩智様 

 

本日はお招きいただき有難うご

ざいます。毎日新聞に入社し、政

治部についたのがちょうど細川氏

が総理大臣だった９３年です。今

もそうですが、その時も政治が激

動でした。そのころからで１６年永

田町と霞ヶ関に係わってきました。

その頃は自民党のどの派閥に付くかで記者として特徴

付けられるところがありました。私は成和会、三塚派、森

派、町村派といいまして、総理大臣として森さん小泉さん、

福田さんといった方々とお付き合いしてきました。 もうひ

とつ霞ヶ関の役所を担当しました。小泉さんが厚生大臣

になったこともあり、厚生省を担当しました。このような略

歴のものの話と思って聞いていただければと思います。 

今週ちょうど予算編成時期だったことと普天間問題が

架橋を向かえていたおりだったので、そこを踏まえながら、

小沢さんを抜きにして今の政治状況を語れないことから

そこら辺を話していきたいと思います。 

今週のキーワードとして、「普天間移設先５月までに」

があります。これが出た朝、昔の自民党や民主党の人間

から電話が来て「何で５月なんだ」と聞かれました。政権

発足以来３ヶ月醸成して５月に延ばして日米関係は大丈

夫かという各新聞の論調もありましたが、実は政界関係

者はこのことではなく、「５月までに何が起こるのか？」に

関心を持っています。５月は大変重要な時期です。今予

算編成が遅れていますが、国会開催が１月２２日うまくい

ったとすると、今の元気のない自民党の状況からだと年

度末までには予算は成立するだろうと思います。５月連

休明けには予算関連法案は片付いていると思います。

参議院で民主党は過半数を持っていないので３党連立

の動機付けになっているのですが、社民党はいらないと

いう状況になるのではないかということです。社民党は、

我々を切る気かと思っています。 

一方自民党は５月までに小沢さんに参議院で引っこ

抜きがあるのではないかと思っています。次の選挙で民

主党は改選議席が５３ですが、６０を取れば単独政権で

す。国民新党を切らなければもっとハードルが下がりま

す。小沢さんは今何をやっているかというと自民党の岩

盤地盤を壊しています。例えば農家の個別保証ですが、

農村票を維持するためにやっています。医者の技術料

ですが、診療報酬を下げてきたのですが、今回は値上

げになり医師会が自民党を離れてきています。そのため、

５月は小沢さんの準備期間になっているのです。自民党

は業界団体の利益代表者が入ってきているのですが、

業界が自民党をやめよう、小沢さんとやろうといえば簡単

に人が離れてしまいます。そういったことから５月は単な

る普天間の期日ではなく、民主党が一党支配できるよう

な政治状況になっているのではないか？小沢が何かや

るのではないかと思っているのですが、だれも小沢さん

から聞けません。 

小沢さんは超合理主義者です。この前、中国に大訪

問団を引き連れて行ったと思います。普天間がもめてい

る時に中国にいってアメリカにどの様に写るかと普通は

気にするのですが、小沢さんは違って今は中国だと思え

ばアメリカを脇においてしまうのです。本来、党の幹事長

は総理とかが動きを取り辛い時に裏でパイプを使って圧

力やお願いをするのが仕事なのですが、全く動いている

節がありません。小沢さんは割り切りを持っていて、一番

重要なところだけをやっているのです。今、小沢さんは２

つのことしか考えていません。中国と選挙です。当選１.２

回の人はいろんな政策を勉強したいと言っているのです

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 21,000 円 累計 410,314 円 

金の箱   650 円 累計 14,168 円 

千葉ＲＣ 月 12/28 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 12/29 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 12/29 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 12/30 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 12/30 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 12/31 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 12/31 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



が、「君は次の選挙に勝ちなさい。他の事は考えなくて

いい」といわれるだけです。３．４回当選して初めて政策

のことを勉強すればいいので今の仕事は選挙に勝つこ

とだと明確に言っているのです。彼らは、今の民主党が

どの方向にいこうとしているのかを新聞などで知る状況

なのです。政治家は選挙に勝たなければ意味がないと

考えているので幹事長になってから記者会見も講演もし

ないといっておきながら今回の選挙ではずっと地方行脚

で会った人と握手して、車座になってお願いをしていま

した。それに結果がともなっているので小沢神話というこ

とになってしまいます。鳩山不況という言葉が出てきてい

ますが、怖いのは選挙に勝つためだけの政策をしていま

すから、景気の回復と結びついていればいいのですが

それが誰にも分からない状態だからです。 

霞ヶ関はものをいえない状況で課長クラスが大臣と会

うことが出来ない状況です。政治家がどのように考えて

いるかわからないのです。日本経済を回復させる事がで

きるか漠然とした不安をもっているのです。経済状況が

どのようになるかですが、年明けどうなるかという感じで

す。支持率が下がってきていますが、５０％もあれば政権

運営できます。４０％になると選挙をにらんでどうなるかと

いうこともあります。 

鳩山さんと小沢さんの関係ですが、一言でいうと鳩山

さんは小沢さんに電話をかけられないということです。電

話をかけても取り次いでもらえません。小沢さんは、用が

あるときには自分でかけるのです。政権は任せてあると

いう割り切りですね。でも、取り次いでもらえないというこ

とは大きな問題なので鳩山さんはこういうまとめ方をした

ら小沢さんに怒られないということを考えています。小沢

さんは、そのリーダーシップからファンも本当に多いので

すが、周りにいる人はその性格から持たないのです。小

沢さんの気持ちを忖度している事に持たないのです。今

の政権は小沢さんの機嫌をそこなわないように回してい

るということなのです。今は政治家の中に実力者がいな

いので１ヵ月後にどうなるか判らない状況です。昔は裏

で竹下さんなんかが調整して決めていたこともあったの

ですが、今はそうではないのです。表で話し合われます

ので動けば状況が判るのですが、大衆動議になることも

あります。普天間はみんなが納得する答えがないもので

す。あんなものはいらないという人もいるし、じゃあ本土

に持ってこれるかというと、それも出来ない。一方で、基

地で食べている人もたくさんいるので裏では困るという話

しになります。社民党は、きれいな世界で無くせといって

いますが、そんな事が出来れば何年も前にやっていま

す。関西に持っていけばいいという知事もいましたが、そ

んなことをしたら戦略的意味がなくなります。沖縄のアメリ

カ軍は中東や中国を睨んでいるのです。 

このような事が国民にどの様になるかで

すが、参議院選か次の衆議院選が案外

早いのか、ゆり戻しがあるかも知れない

政治状況だと思っています。 

              (文責  小林  透) 

 

 

 世界でよいことをするために 

ロータリー財団に貢献するロータリーカード 

 

ご存知ですか、ロータリーカード。 

国際ロータリーでは、よりよき世界のためにクレジットカ

ード・プログラムを実施しています。このカードを使って

買い物をすると、その金額の０．３％が会員の負担なしで

ロータリー財団に寄付されます。さらに、ゴールドカード

の場合は年会費のうちの３，０００円が財団に寄付されま

す。２０００年にアメリカで初めて導入されたロータリーカ

ードはそのほかの国でも導入されるようになり、現在はポ

リオ撲滅運動に役立てられています。 

日本で発行されているロータリーカードには、年会費

１０，５００円の「Gold MasterCard」と年会費無料の

「Standard MasterCard」の２種類があり、カードの発行枚

数も現在、約５，８００枚になりました。 

買物はもちろん、年会費無料のＥＴＣカードや、公共

料金の支払いなど、ロータリーカードは、さまざまなシー

ンで利用できます。さらにロータリー財団への支援だけ

でなく、カード所有者本人にも特典がつき、「暮らスマイ

ル」ポイントがたまるプログラムに参加で、１，０００ポイント

が５，０００円分として、個人の年次寄付に交換可能で

す。 

ロータリアンの多くはすでに複数のクレジットカードを

持っていて、これ以上は不要と言われる方も多いと思い

ます。付き合って作ったけれど、使っていないという方も

いらっしゃるでしょう。例えば、国際大会の登録や宿泊の

予約、姉妹クラブ訪問や海外への奉仕活動に出かける

ための旅費など、ロータリーのことで出かけるときは、ロ

ータリーカードで支払いをするというのはいかがでしょう

か。 皆様の奉仕がよりいっそう大きなものとなります。 

               （ロータリーの友２１年１１月号より） 
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第２２４９回例会 

日時⇒   平成２１年１２月２５日(金)点鐘 12：30 

演題⇒   『連合千葉の政治・社会活動について』 

卓話者⇒ 日本労働組合総連合会千葉県連合会 

        会長 黒河  悟様 

 

第２２５０回例会 

日時⇒  平成２２年１月８日(金)点鐘 12：30 

演題⇒  『会長挨拶』 

卓話者⇒ 寺澤 一良会長 

クラブフォーラム 
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