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≪司 会≫  高田雅司 君

≪合 唱≫  「君が代」「奉仕の理想」

≪BCM》   「The Sounds Of Silence」

≪ご来賓≫  曽根員人 様

≪ビジター≫ なし

《本国のお祝い≫

お誕生 日 結婚記念 日

2月 1日 伊藤洋一郎 君  2月 10日 佐野哲一 君
2月 9日 新開清史 君
2月 12日 山下勝男 君
2月 15日 宮川 7巴 君

人生の中で一度でいいか

ら経験 してみたいことの一つ

に流氷があります。流氷 とい

つても、見る流氷ではなく間

く流氷です。司馬遼太郎が「街

道を行 く」か 「この国のかた

ち」で紹介 していますが、流

氷が接岸するまさにそのとき

■■■■曰‖診賦剛■ 悪魔の咆味 としか形容 しよう

のない、この世のものとも思えない音がするのだそ う

です。私は、その音を聞きたいと思っています。

私は 40才のとき、一人でその流氷を見に行こうとし

ました。若い頃からの一人旅はまだこの頃も続いてい

て、普段は宿は現地で適当に調達するのですが、酷寒

の北海道 となるとそ うもいかず、事前に予約すること

にしました。ところが 40男 の一人旅 となると、どこも

受け付けてくれない。仕方なく親 しい友人たちに声を

かけましたが、こちらも何かと理由をつけて応 じてく

れない。困り果てたあげく思いついたのが、家内を誘

うことでした。家内も最初は文句を言つていましたが

平成 26年 2月 6日  天候 曇

何 とか実現にこぎつけることができました。 しかしタ

イ ミングを微妙にず らしたのか、行つてみると流氷は

すでに姿かたちなく、悪魔の咆嗜ならぬ家内の咆嗜を

聞く羽 目になりました。

それでも悪いことばかりではありません。流氷も人

と同じで流れに乗れないヤツがいて、本体が北に帰っ

てしまつたあとも周辺をウロウロしている集団がいる。

これを 「ハグレ氷」と言 うそ うで、砕氷船 「ガ リンコ

号」も「オーロラ号」も、この 「ハグレ氷」を追つて

ひたす ら走ってくれました。特に 「オーロラ号」は、

流氷がいないお詫びにと、記念のテレフォンカー ドま

でくれました。

ちなみに、沿岸から流氷を確認できたシーズン最初

の日を 「流氷初 日」接岸 した初 日を 「流氷接岸初 日」

といいます。 日本での流氷初 日は 1月 中旬から下旬頃

今年は 2月 2日 でした。接岸初 日は 1月 下旬から2月

上旬頃です。そして春が近づき、海域に占める流氷の

害1合が 5割以下になり、かつ船舶の航行が可能になる

と「海明け」が宣言され、沿岸から最後に流氷が見 ら

れた日を「流氷終 日」といいます。オホーツクなど北

海道周辺の海域は、北半球ではもつとも低緯度で流氷

が見られる場所でもあります。

あのチャレンジからすでに 20年以上経過 しました。

何 とか今度は、家内の咆嗜でなく、本物の悪魔の咆味

を聞いてみたい。いつか再度のチャレンジをするつも

りです。

≪国際奉仕フォーラム≫

国際奉仕グループ 望月康弘 君

今ロータリーは大きく変化

しています。それで今 日は地

区財団委員会副委員長の曽根

員人さんに、最新の状況につ

いてお話を伺いたいと思いま

す。今月は世界理解月間です。

各クラブには、世界平和のた

めの理解 と親善の活動の実施

が要請されています。マッチ

ンググラン ドプロジェク トは

≪会長挨拶要旨》



近年行つている共同プロジェクトの前にも、単独で参

加してきました。最初は平成 15年度、インドのサング

リRCと 共同で実施しました。インドの砂漠地帯にある

村の 2つの学校に、水飲みの設備をつくることと、集

合住宅において、降つた雨水を集めて井戸に戻す雨桶
の設備を設置することです。完成まで 3年かかりまし

た。2つの学校の約 1200人の生徒が、蛇日から水を飲
むことができるようになりました。雨水を地下に戻す

設備によって、 1年のうち5ヶ 月井戸が枯れて水を探
さなければならなかったのが、水を探さなければなら

ない時期が lヶ 月に短縮しとても感謝されました。 2
回目のプロジェクトは平成 17年度に開始しました。ス

リランカの日舎の電気が無くて大変困つている村にコ

ロンボダウンタウンRCと 共同で、太陽光発電と小さな

LED照明で照らそうというプロジェクトでした。現地

で手間取つている間にこの村に電気が引かれてしまい

別の村の幼稚園の子ども達のためにトイレを設置しよ

うということになりました。ところが悪条件が重なり

まして、一時絶望的になり結局約 4年半かかつて 2009

年の 12月 にようやく27の トイレが完成しました。こ

んな事情で報告書の提出が遅れた結果、ガバナーや財

団の曽根さんには大変心配をかけてしまいました。こ

の年に地区で計画されていた、静岡南 RCの、スリラン

カのニカウェラティヤ RCと 共同プロジェクトは続い

ています。今年度は地区と共同でグローバル補助金プ
ロジェクトを計画しています。ニカウェラティヤ地区
の 10の学校とアヌダーラプラ地区の 1つの学校に衛
生的な水道と安全な飲水を供給しようというものです。

予算は約 1100万 円です。皆様からの募金によつて、参

加できたらと思っています。目標金額は 500ドルです。
ご協力のほどよろしくお願いします。
≪来賓卓話》

「国際的なロータリー活動とグローバル補助金」
国際ロータリー第 2620地区ロータリー財団委員会

副委員長 曽根員人 様

今回もロータリー財団の

お話をさせていただきたく

機会を頂き有 り難 く思つて

お ります。

今、国際的なロータリー

活動は、 日本が これまで

100年間受け継いできた流

れと大きく変わってきてい

ます。それは奉仕に対する

考え方です。日本は、『 ロー

タリーは奉仕する者の集まりで、集まって奉仕するも
のではない』との考えでしたが、世界のロータリーは、

財団に巨額な資金を集中させ、世界最大の奉仕団体に

なることを目指しています。

私たちもこの動きに無関心ではいられません。日本
の良さを保ちながら、新しい流れに乗つていかなけれ

ばなりません。日本のロータ'リ ーもようやく、『ロータ

リーの綱領』を本年度から『ロータリーの目的』と訳

し、表現が分かりやすくなりました。その中の具体的

な項目の第 1の訳が ;

『奉仕の機会として 知り合いを広めること』から

『知 り合いを広めることによって 奉仕の機会 とす

る』に変更されました。原文は変わりありません。ロ

,タ リーの目的は親睦から奉仕へ変わつていることを

示 したものと思われます。

私たちは、これまで地域社会への奉仕活動は、各ク

ラブ単位で多く実施 されていますが、国際的な活動に

はあまり積極的に参加 していませんでした。今回頂い

た貴重な機会に、国際的にはどのような活動がされて

いるのか、私の経験の範囲でお話させていただき、今

後の活動のご参考になれば幸いです。

ロータリー財団の補助金には、地域社会で利用でき

る地区補助金と、国際的な活動に使 うグローバル補助

金 とがあります。前者は、希望クラブが多く、プロジ

ェク トの半額 しか補助できませんが。グローバル補助

金の場合は、クラブの負担がなくても利用することが

できます。

クラブで国際的なニーズを探 し出し、相手国のクラ

ブと協力 してプロジェク トを実施すれば、その資金は

地区やロータリー財団から支給されます。

昨年度は、このような資金を活用 して、ブラジル

スリランカ、タイの各国のロータリークラブと提携 し

て奉仕活動を実施 しました。

グローバル補助金は大変複雑な仕組みの下で活用

しなければなりません。クラブ単位では難 しいことも

ありますので、地区でご指導させていただきます。是

非ご相談いただき、国際ロータリーの一員 として立派

な活動を展開されますことを願つてお ります。

《スマイル報告≫

望月 康弘 君   曽根員人さんの卓話と、皆様のグローバ

ル補助金プロジェクトヘの拠金t嘲 して

冨井 一矢 君

スマイルしま丸

単なる月一スマイルです。

寒いばかりで特に良い事はありませ

ん。皆様も月一スマイルよろしくお願い

いたします。

誕生日のお祝いありがとうございま

すD厄年も過ぎて、体重も増えてきまし

たので、今年はダイエットにもがんばろ

うと思います。

本 国お誕生日のお祝いを頂きありが

とうございました。

大事無く、一年を重ねることができまし

たことに感謝しスマイルさせていただ

きます。

誕生日のお祝い、有難うございました。
いよいよ超 (?)大台。仕事もロータリー

もそろそろ定年か、の感があります。

誕生日祝いを有難 うございました。も

う余り迎えたくないのですが、こればか

りは仕方ないですね。

新開 清史 君

山下 勝央 君

宮り|1氾 君

稲森 照男 君

《出席報告》
会員数 出席 欠 席 MU 完全欠席 確定出席率

57(56) 11

57(55)

57(56) 3 2 94 65%


