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国際ロータリー2013～14年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2595 回例会 平成 26 年 2 月 7 日（金） 

◇ 月初めの報告、お願い 

 ・出席奨励・退会防止委員会 平山秀樹委員長より先月の出席率 ８１．６８％ 

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正） 吉田 稔 会員より 

都合により小澤リーダー欠席ですので、代わりにご報告いたします。 

先週の例会は、出席率が良いことに加えてお客さまも、お越しいただきましたので満員

御礼でした。ＳＡＡの席も事務局の黒須さんの指定席を３名で占拠したくらいでした。ま

た最近、新会員が増えていることもあり、どこの席に座ってよいのか迷う姿も散見いたし

ます。そこで今月より、第二週の例会時のみ、座席を抽選にさせていただきますのでご協

力お願いします。早速来週より実施いたします。縁あって隣同士に座られた会員同士の懇

親を是非深めてください。 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

◇ 国歌斉唱 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      諸岡 正徳 会員 

◇ お客様 

成田コスモポリタンロータリークラブ 

  越川 和哉 様 

米山記念奨学生 

          ムンクバト 君 

◇ 誕生日 

細矢 正雄 会員、平山 金吾 会員 

豊田 磐 会員、小川 賢 会員 

渡辺 孝 会員、遠藤 英一 会長 

喜久川 登 会員、長原 正夫 会員 

【前月分まで】 

加瀬間 俊勝 会員、大澤 浩一 会員 

山田 真幸 会員 

【欠席】 

佐藤 英雄 会員   

◇ 結婚記念日 

豊田 磐 会員、渡辺 孝 会員 

矢島 紀昭 会員、大澤 浩一 会員 

【前月分まで】 

加瀬間 俊勝 会員、山田 真幸 会員 

【欠席】 

音花 昭二 会員 
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◇ ニコニコボックス 

石橋 菊太郎 会員：私の孫が希望しておりました中学校に合格いた

しました。元旦に合格祈願の御護摩をあげさせていただきましので、

早速ご利益があったようです。あわせて委員会報告もさせていただき

ます。ガバナー月信にも書いてありますが、これから地区の青少年奉

仕に関する色々な事業が 5 月まで続きます。2 月のＲＹＬＡセミナー

には横田会員が参加予定です。その後インターアクト、ローターアクト。年度の行事は下

期に入り落ち着いてきた雰囲気になっておりますが、地区の青少年奉仕の活動はこれから

活発になってきます。皆様、どうかご協力のほど、よろしくお願い致します。 

 

岸田 照泰 会員：今年の初詣、節分を無事に大過なく終え、大勢の

皆様にご参拝いただくことが出来ました。節分は約６万人の方がお見

えになり大変盛大なものとなりました。また毎年２月の二の午には開

運出世稲荷例大祭の法要が執り行われます。出世稲荷の御尊像は、江

戸時代に成田山を篤く信仰した佐倉藩主・稲葉丹後守によって寄進さ

れた御尊像です。商売繁昌・開運成就・火伏せの御利益があると伝え

られています。それと当山がそれ以前から奉安していたお稲荷さんの

２体をお祭りして祭礼をおこなうという習わしです。当日は諸岡会員にご祝辞をお申し頂

くということで予定しております。併せて観光協会によります梅まつりが来月まで続くと

いうことで、正月気分という訳にはいきません。今後も色々な行事が続いてまいりますの

でニコニコいたします。 

 

吉田 稔 会員：今日は、わたしのロータリー１歳を記念してニコ

ニコさせていただきます。昨年の２月８日に入会いたしましたので、

ちょうど１年になります。取りあえず、１年間は例会に出席するこ

とを最大の目標にしてきました。今週は成田コスモポリタンロータ

リークラブへのメーキャップも体験いたしました。１年ですが、多

少のメーキャップ貯金を含めて皆勤を達成することができました。

ゴルフコンペや懇親会をはじめ、家族例会では家内も積極的に参加させていただき相撲観

戦、東京ドームでの巨人阪神戦、スカイツリー、祇園祭、台湾研修等に参加いたしました。

お陰さまで、ロータリー入会以降、夫婦の時間が増えました。また、紳士淑女に囲まれて

いろいろと勉強にもなりますし、何といっても「成田ロータリークラブ」という響きが大

変気に入っています。１年間、新人会員のわたしを支えていただきありがとうございます。

ロータリー活動が、２年、３年、５年、１０年と続けられるように公私ともに頑張ってい

きたいと思います。 

 

大澤 浩一 会員： 先ほど石橋会員から入試の話が出ましたが、千

葉県の私立高校・中学は大体 2 月 5 日で入試を終わりました。皆さ

んのお孫さんなどご心配された方もいるかと思います。公立はこれ

からですが、私立の場合、合格者を出しますが、そのうちどれくら

い留まってくれるか。少なければ定員に満たないという事で困って

しまいますが、多くてもクラス増になり、県に届けている定員を上
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回ると補助金カットなどが発生いたします。その他にも非常勤講師の手配、施設の拡充な

ど大変です。入学者を１％、２％の誤差で読むのは大変難しい事ですが、良い結果が出る

ように祈っているところです。また入学した子ども達をしっかり育てたいと思っています

ので、皆様のご協力をお願い致します。 

 

深堀 伸之 会員： お手元にちらしを配布させていただきました。

ケーブルテレビのラインナップで明日から二つチャンネルを増やし

ます。テレビ神奈川と東京ＭＸテレビです。両方とも独立局のチャ

ンネルです。東京、神奈川の情報をこのチャンネルでご覧いただけ

ます。テレビ神奈川はＪポップ、アメリカのビルボードのヒットチ

ャートを出していく番組、スポーツ、旅、釣り番組もあります。東

京ＭＸは株価情報、西部邁ゼミナール（にしべすすむぜみなーる）など。ウィークデーの

東京シティー競馬などもあります。テレビ神奈川は３チャンネル(機種によって１０チャン

ネル)、東京ＭＸは９チャンネル。今日試験放送しておりまして、明

日から開局です。是非ご覧ください。 

 

滝澤 尚二 会員：成田ケーブルテレビの会長として深堀会員に続

きニコニコいたします。また、今夜、こちらのビューホテルで、“ホ

テルのおいしい食事と新酒を飲む会”があります。予約制ですので、

ロータリークラブの会員の皆様にも何名か予約して頂いております。

併せてニコニコいたします。 

 

平山 金吾 会員：本日、皆様のボックスにニューモラルと一緒に

セミナーのご案内を入れさせていただきました。これはニューモラ

ルの集大成として毎年一回行っているものです。 

日時／3 月 15 日（土） 場所／成田ビューホテル 時間／９：５０～１５：１０ 

 

◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 

皆様こんにちは。今年も成田山新勝寺の一大イベントである

節分会も終わり、暦の上では立春を迎えました。例年、立春を

過ぎると関東地方の天気も冬型の乾燥した晴天日が途切れるよ

うになり、積雪も記録する場合があります。天気予報でも明日

は降雪が予報されています。先週、庭をながめていましたら梅

の花がチラホラ咲いているのに気づきました。植物は正直なも

のだといつも感じているのですが、これから三寒四温の日々を経て、確実に春の足音が聞

こえてきそうです。 

先日、福井の友人と一杯やる機会がありまして、表日本と裏日本の話になりました。確

かに私の小学生くらいまでは、表日本や裏日本という言い方があったように記憶していま

す｡これがいつからか、意識もしていなかったのですが太平洋側と日本海側という表現にな

って現在に至っています。ことの発端は福井の彼が「日本の歴史上、現在は東京あるいは

その周辺が政治・行政・経済の中心となり（この言い方も認めたくないが）太平洋側を表

日本と言うような関東人は不遜である」と言い出したことです｡とくに口論したわけではな

く、和気藹々とした会話ですが｡ 
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さらに、彼の言い分を整理してみると、日本の歴史はほとんどが、奈良、京都のみなら

ず西日本を中心に構成されているもので、出雲大社しかり、伊勢神宮もしいて言えば関西

圏、また古墳の数とその大きさもしかり、日本の歴史上、確かな時代考証が得られる範囲

で関東が政治・行政等の中心となったのは、平安時代後期に天皇家とそれぞれに加担する

貴族間の争いに乗じて、武士階級の社会的地位が急上昇するとともに、その覇権争いの結

果、源氏が平家に勝った後の１１８５年（１１９２年という説もある）に源氏の本拠地で

あった鎌倉に幕府を開いたからであり、鎌倉時代が終わり、１３３８年に室町幕府が始ま

ると、歴史の中心はまた関西圏に戻っている。その理由は非常に明確であって、地図の日

本海側に目を転ずると、当時の日本の主たる交易相手の韓国、中国を中心に考えるといわ

ゆる日本海側が表日本であった年月が圧倒的に長かったことが分かる。ということでした。 

本日はこの後、予定が詰まっていて時間が非常にタイトであるのと、喜久川会員の南極

点の話もたっぷり聞きたいので、これから本題ではありますが、来週に延ばさせていただ

きます。そういうわけで、本日の「一言、言わせろ」コーナーも割愛させていただきます。

今後とも、よろしくご意見をお寄せください。 

最後になりましたが、成田コスモポリタンロータリー・クラブの越川様、そして米山記

念奨学生のムンクバト君、本日は成田ロータリークラブの例会にようこそお越しください

ました。楽しい時間をお過ごしください。ありがとうございました。 

 

◇ 仮委嘱状 

2014－15 年度国際ロータリー第 2790 地区 

地区諮問委員会委員   平山 金吾 会員 

 

2014－15 年度国際ロータリー第 2790 地区 

地区ＲＬＩサブリーダー  諸岡 靖彦 会員 

 

2014－15 年度国際ロータリー第 2790 地区 

地区米山記念奨学会委員 堀口 路加 会員 

 

◇ フェローピン授与 

ロータリー財団 

ポールハリスフェロー 

吉田 稔 会員 

マルチプルポールハリスフェロー  

小宮山 四郎 会員 

 

◇ 奨学金授与 

米山記念奨学生  ムンクバト 君 

今年 3 月までの奨学生として支援いただいておりましたが、更に 1 年

延ばしていただきました。続けてもう 1 年間お世話になります。皆様に

御礼申し上げます。ありがとうございます。 
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◇ 幹事報告  成田 温 幹事 

＜回覧＞ 

１．成田コスモポリタン RC より「創立２０周年記念ゴルフ大会の

ご案内」 

   ３月２７日（木）  久能 CC 

      エントリー費    ３，０００円 

   クラブ負担金    ３０，０００円 

   プレー費      １５，０００円 

 ＊ゴルフ担当 神崎、佐久間会員よりご案内がありますので、ご参加お願いします。 

  締め切りは２月２８日 

２．印西、白井、八街 RC より２月例会変更のお知らせ                 

３．旭、印西、多古 RC より週報                           

４．成田国際交流協会より  ニュースレター                     

５．新酒、メディア、サッカー大会 参加者一覧表                   

 

＜ご連絡＞ 

１．二宮金次郎基金 振込用紙は事務局へ置いてあります。 

 

◇ 卓話 

南緯 90 度、南極点の旅 
喜久川 登 会員 

今朝の日経新聞に掲載されておりましたが、ある

アナウンサーの方が入局した時に、人前でゴルフの

話と旅行の話はするなと言われたと書いてありま

した。それだけ趣味の話は難しいという事みたいで

す。今日は南極点へ行った話をしようと思いますが、

嫁さんにも「なんでこんな寒いところに行くの？」

と言われました。 

私は、人が経験していないところへ行ったり、

見たり、聞いたりするのが非常に楽しく、行く場所

が違う、食べるものが違うのであればどこでもいい

です。心がワクワクしてきます。実は２０００年に

南極には行っております。２００回以上成田空港か

ら外国へ出国しまして一番良かったのが南極半島です。その時はアルゼンチンからドレー

ク海峡を通り南極半島へ。南極は面積が１，２３１万６千㎡で日本の３８倍くらいの大き

な大陸です。その周りを南極海流が回っています。ドレーク海峡を含む南緯６０度付近は

いつも荒れているため"shrieking sixties"（絶叫する６０度）と呼ばれています。陸地がま

ったく存在しないためにこの緯度帯を循環する偏西風や海流が遮られないことによるもの

です。ドレーク海峡を渡り南極半島へ行きますと、クジラやペンギンの群れをごく普通に

見ることが出来ます。全く違う世界です。半島の先端には２０、３０万年前の氷河が崩れ

たものが沢山浮いており、それと生命が合体している地球の楽園みたいなところです。こ

れで１９４か国＋両極ですべて行ったと思っておりましたら、沖縄の旅行仲間から連絡が

あり、「南極点は行ったことないだろう？」と。それから旅行仲間４人で手配旅行を計画し

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B6%E5%8F%AB%E3%81%99%E3%82%8B60%E5%BA%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%8F%E8%A5%BF%E9%A2%A8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E6%B5%81
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添乗員を入れて５名で出発。南極では、周り２０キロには生命の息吹が感じられますが、

２０キロ以上離れると生きているものが何もありません。生きるばい菌 インフルエンザ

の菌さえ生きてはいけないのです。 

≪コース≫ 

東京～ロサンゼルス 飛行時間 １０時間 

ロサンゼルス～リマ（ペルー）   ９時間３５分 

リマ～サンチャゴ（チリ）    ３時間３０分 

サンチャゴ（チリ）～プンタ・アレナス  ４時間４０分 

         泊 ３日 

プンタ・アレナス～ユニオングレーシャーベースキャンプ   

４時間 イリューシン貨物機 

        テント泊 ６日   南緯７９度４５分、西経８３度１４分 

ベースキャンプ～南極点    ６時間   ツイン・オッタ―機 

 

上に書きました通り、南極までほとんど飛行機です。トータル３７時間４５分、飛行機

に乗っておりました。アルゼンチンの首都まではビジネスクラスがあり往復料金＋９０万。

小生 旅行はすべて相部屋希望、尚且つエコノミー。まだエコノミ―症候群にあう事がな

いものですから。お陰様でこのように健康体でやっております。アルゼンチンの首都から

ローカル飛行機に乗りついで地方都市、そこから飛行機でドレーク海峡上を飛んで４時間。

このキャンプ場へ着きます。 

キャンプ場は南緯８０度。氷の厚さは２，０００ｍ。南極大陸は平均２，１００ｍの氷

の厚さがある大陸です。ですから足元がずんずん寒くなってきます。行く前の感覚だと、

南極は雪と氷と寒さのイメージでしたが、雪はほとんど降りません。南極にある日本のふ

じ基地では年間２７ｍｍの積雪です。サハラ砂漠の年間降雨量は１９０ｍｍ。いかに少な

いかということが分かります。降った雪は永久に解けないんです。ふじで採集した３，０

３５ｍの氷の長い筒で古環境がわかります。まるで氷のタイムカプセルです。それによる

と約７２万年前の氷が地低から発掘され過去 7 回の氷河期があったと学術的に証明された

そうです。これは 2007 年の話です。そういうわけで、雪は少なく、常に吹いている風で

雪が巻き上げられています。３日に１回ぐらいやむこともありますが、普段は秒速３０～

４０ｍの風が吹いています。正式名称はアカバ風（滑降風、斜面下降風）。秒速９６ｍを観

測したこともあるそうです。防寒具無しで外へ出るとほとんど凍傷になります。南極点も

マイナス４０度でした。写真を撮るためにほんのちょっとフードをずらしただけでもチク

チク痛みがあります。寒さばかりの中で、素晴らしい世界がそこにはあります。人間の体

液は沢山ありますが出た瞬間にすべて凍ります。息でさえ瞬時に凍ります。ミクロの粒に

なるんです。 

南極の夏は太陽が沈みません。約３５度の所をぐるぐる回っています。熱は無いけど光

はあります。ピカピカ光るんです。ゴジラが火を吹いた時みたいで、自分の吐いた息が瞬

時に氷ってキラキラ光ります。これには子供のように感動を覚えました。 

一回降った２７ｍｍの雪は、吹いている風が強いので舞いあがります。テントの周りに

は、毎朝、雪が１ｍくらいたまっていました。ブリザードでテントから３日くらい出られ

ないときもありますが、そうすると、スコップで雪かきをしないと外へ出られない状態で

した。 

トイレは、南極条約では人間の痕跡を残さない決まりになっ

ておりますので、まず南極に向かう貨物機に入った瞬間から排

泄物は持って帰ります。集積の場所がありますので、排泄物を

集積所へ持って行き、朝回収します。使う水は自分で作ります。
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雪をバケツで持って行きヒーターの中へ入れます。それで口をゆすいだり体を拭いたりし

ます。しかし、ばい菌がいませんから綺麗なものです。また普通の状態で成田では息は白

いですが、二酸化炭素、オゾンなど空気に混じっているものが多い証拠なんです。南極で

は息は白くありません。 

南極で一人テントを希望してもありません。南極病というものがあり、生物がいない世

界に入ると、人間は哲学的になるそうです。耳に入るのは風の音。天国に近いのかと錯覚

してしまうそうです。そして一人でいると命を絶ってしまう事が多いそうです。探検隊の

中でも困ったということで、キャンプの中では従業員も含め相部屋以外は受け付けないそ

うです。もっとも二人、０度くらいの所で寝袋に入って世間話をするだけなのですが。 

一緒に行った友達は、着いた瞬間からもう帰ろうよ、帰ろうよと言っていました。防寒

着を着ないと外へもトイレにも行けません。ブリザードがひどくなると、手の先が見えま

せん。１５ｍぐらい離れたところにあるトイレが見えなくなってしまうんです。このキャ

ンプでも特別捜査隊が 2 回出た事があるそうです。 

感心したのはＡＮＩ(Adventure Network International)という会社です。 

アルゼンチンのプンタ・アレナスというところに本社があるのですが、自分でイリュー

シン貨物機を持っています。経験豊富な南極大陸南部への民間ツアーオペレーター、南極

大陸への最大の航空便輸送提供会社です。すべて天候で左右されます。この旅行も、１１

月２９日～１２月１５日の予定でした。そうしましたら 2 週間仕事を入れないでくれとい

う事でした。何故かというと予定通りに帰ってこられない可能性があるからです。アルゼ

ンチンのプンタ・アレナスからキャンプまで定期的に８日に１度飛ぶ予定にはなっていま

す。しかし確率としては３０％。南極点へ行くには６日間ブリザードが吹いていると飛び

ません。南極に行けなくてもお金は返さないでいいという用紙にサインをします。今回、

この会社に現地で支払ったのは４５，０００ドルです。逆に南極で氷漬けになって１０日、

２０日、１カ月帰れなくても、そこへ滞在する費用は持ってくれるということなんです。

ですから普通に真面目なロータリーアンや、会社に行ってる人は絶対に行けません。普段

見ている世界とまるっきり違います。まず何が一番違うか？それは空です。空が普段見る

青い空、標高２，５００ｍのヒマラヤで見た青い空の倍青い気がしました。どうしてかと

いうと、地球は二つの屋根で守られています。空気と電磁波。この二つがないと人間はす

ぐにあの世へ行ってしまいます。南極はオゾン層が 20 キロ以上の所にありますがそれが破

壊されています、ですから紫外線カット７０％のクリームや眼鏡が必需品です。そうでな

いと皮膚病やガンになってしまいます。 

先ほど、南極と北極の氷はどっちが厚いかと質問されました。北極の氷は７ｍ以上厚く

なりません。南極は平均２，２００ｍの氷の厚さがあります。なぜこんなに差があるかと

申しますと、下が大地か海かなんです。そろそろ時間となりました。今回こういうところ

に面白がって行ってきました。私の趣味の話にお付き合いいただきありがとうございまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イリューシン貨物機 ユニオン・グレーシャーベースキャンプ 極の白夜 
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◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

 

第 8 回 理事・役員会 
１．今後の行事日程について 
  2 月の予定                                     
     2 月 ７日（金）  通常例会 卓話 喜久川 登 会員 第８回理事・役員会 
     2 月１４日（金）  通常例会 卓話 諸岡 正徳 会員 
     2 月２１日（金）  移動例会 第９分区ＩＭ 成田ビューホテル 
     2 月２４日（月）  夜間移動例会 新酒を楽しむ会 ひかたや第二支店 
     2 月２８日（金）  振替休会 
  3 月の予定                                     
     3 月 ７日（金）  通常例会 卓話 近藤 博貴 会員 第 9 回理事・役員会 
     3 月１４日（金）  夜間例会 会場ビューホテル 17：00 クラブ研修セミナー 18：30 新入会員歓迎例会 
     3 月２１日（金）  祭日休会 
     3 月２８日（金）  通常例会 卓話 音花 昭二 会員 

※2 月 22－23 日 RYLA セミナー 横田会員参加、米屋（株）より参加予定 
※2 月 18 日（火）メディア定例協議会 現在 22 名参加予定 
※3 月 2 日地区ＲＬＩ研究会 Part２  佐瀬会員、佐藤会員参加予定 
※3 月 8 日、9 日成田 RC 杯サッカー大会 
※3 月 15 日米山奨学金修了式＆歓送迎会 堀口会員、ムンクバトさん参加予定 
※3 月 26 日地区ＲＬＩ研究会 Part３  佐瀬会員、佐藤会員参加予定 
※3 月 27 日成田コスモポリタン RC 創立 20 周年記念ゴルフ大会 久能カントリー 

      承認 
２．IM の件 
  設楽ガバナー補佐より詳細説明。次週、例会終了後、S.A.A.で会議を開き最終打ち合わせ 
  全会員タスキを着用                                         承認 
３．成田ロータリークラブ杯サッカー大会の件 

矢島委員長より現況報告。                                      承認 
４．ホームミーティングの件 

4 月～5 月末に実施予定、5 月 30 日発表。10 人×6 班 補助金は 1 班に 5 万円ずつ。 
テーマ、グループ分けは会長・幹事一任                                承認 

５．出席免除会員の結婚記念日、誕生祝のニコニコの件 
  記念品は今まで通り送るが、ニコニコ（５，０００円）は頂かない                    承認 
６．例会場ホワイトボードの件  

稲垣工業株式会社さんへ依頼 見積もり 76,650 円（ホーロー製）                     承認 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

堀口 路加 会員 2 月 5 日 浜松北ロータリークラブ 

吉田 稔 会員 2 月 5 日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

遠藤 英一、成田 温、松田 泰長、神﨑 誠、諸岡 靖彦 
池内 富男、佐瀬 和年、設楽 正行、小宮山 四郎、小川 賢 
矢島 紀昭 各会員 

2 月 7 日 第 8 回理事・役員会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６４ ６３ ３６ ２７ ５７．１４％ １００％ 

事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 

南極点セレモニーポール 大氷床原 極点到達 


