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国際ロータリークラブ会長テーマ 「世界へのプレゼントになろう」

真岡ロータリークラブ会長テーマ 「入りて学び 出でて奉仕せよ」
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国際ロータリー第２５５０地区

真岡ロータリークラブ 会長 田村 浩次

■司会

■点鐘

■ロータリーソング

ＳＡＡ 中川 宏行君

会長 田村 浩次君

我らの生業

■会長挨拶 会長 田村 浩次君

大変多くの会員の皆様、そしてゲストの皆様による熱烈な歓

迎をさせて戴きました。本当にありがとうございます。１９日

に宇都宮にて斗六ＲＣの皆様をお見送りした際、カツ斗六Ｒ

Ｃ会長が大変感激なさり、最大級の御礼の言葉を下さいま

した。その時私は、今後の斗六ＲＣと真岡ＲＣの変わらぬ友

情を確信しました。

今年度の事業も半ばを迎える時期となりますが、改めて会

員各位、各委員会の皆さんのご協力に御礼申し上げます。

折り返し点も間近です。残りの年度の事業を会員の皆様の

ご理解とさらなるお力添えを戴き、最後まで頑張ってまいる

所存ですので、どうぞよろしくお願いいたします。

今月は地区大会、そして斗六ＲＣの公式訪問と慌た

だしい月間となりました。１５日の地区大会においては

多くの会員の参加を戴きまして誠にありがとうございま

した。今回の地区大会は今までになく感動的かつ盛大

な大会に感じられました。

特に私は、講演を戴いた元国際ロータリークラブ会長

ピチャイ・ラタクル氏の年齢を感じさせない迫力のある

スピーチ、そして内容に深く考えさせられました。改め

て自分の中でのロータリアンとしての在り方、進むべき

方向を確信できる内容の濃い講演を聞くことが出来た

有意義な地区大会でした。

また、翌日の１６日には斗六ＲＣより公式訪問があり、

空港までのお出迎えに参加して戴きました会員の皆さ

ん、大変ありがとうございました。今回は斗六ＲＣの皆

さんは鹿沼東ＲＣの訪問予定もございましたので、真

岡ＲＣとしては１６日夜の歓迎例会のみになりましたが
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■本日のスマイルボックス 見目 良一 君

柳澤 正弘 君

■幹事報告 幹事 久保 康夫 君

■長寿会員表彰 岡部 貞一郎 君

杉村 久夫 君

●田村浩次会長

今年度もスタートして折り返し地点が見えてきました。

今までの会員の皆様よりの協力に感謝します。残りの期

間も宜しくお願いします。

●久保康夫幹事

地区大会、斗六公式訪問と連日のご協力ありがとう

ございました。お蔭様で斗六の皆様は喜んで帰国されま

した。毎月遊びに来いと言われてますので、お願い致し

ます。本当にお疲れ様でした。

●篠原泉会員

先日の例会に於いて会員の皆様より心のこもった５３

本の真赤な薔薇を頂き感激を致しました。シャレのつもり

での投入です。

●岡本俊夫会員

小林姉妹委員長、本日は御苦労様です。先の地区大

会に於いて、長嶋ガバナーより地区功労賞を頂きました。

クラブに感謝申し上げます。

●三澤幸光会員

昨日、岡本ＰＰ、渡邉さんに随筆クラブへの御入会を

頂きありがとうございました。今後共会の発展にお力添

え頂きたいと思っています。

昨日より、急激に寒さが増して来ました風邪などひか

ない様注意しましょう！

●小林勇一郎会員

斗六ＲＣ公式訪問歓迎夜間例会が皆様の御協力の

もと、無事終了致しました。ありがとうございました。

●柳澤正弘会員

小林委員長、本日の卓話「市長斗六訪問随行報告」

楽しみにしております。頑張って下さい。

●石井 誠会員

急に寒くなりました。皆様体調には留意下さい。

・ １２月３日は月初会に続き年次総会を行います。

・ １２月１０日は警察署長の卓話の予定でしたが、

青木会員、馬場会員の卓話に変更になりました。

・ ２０１６年５月２８日からの国際ロータリー世界大会へ

の参加者を募集しております。地区の締め切りが

１１月３０日迄です。申込用紙はクラブ室にあります。

・ 体調不良の為、頼近龍会員から出席免除願いの

届け出がありました。

・ しもつけＲＣから奨学生受入補助金の返金が

ありました。留学生の都合の為、他のクラブに

変更になったようです。104,000円が返金となりました。

・ １２月２３・３０日、しもつけＲＣが休会となります。

・ 地区大会に都合で参加できなかった方、クラブ室に

資料があります。取りにいらっしゃって下さい。
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１１月６日から９日の３泊４日で真岡市井田市長斗六訪

問の随行員として台湾斗六市を訪問してまいりましたので、

ご報告致します。

先ず初めに訪問メンバーで御座いますが、真岡市からは

井田隆一市長と関一美課長の２名、真岡ロータリークラブ

からは田村会長、久保幹事、齊藤会員、見目会員、そして

私小林の精鋭５名が随行員として訪問してまいりました。

１１月６日、市長達は成田空港から桃園空港へ、我々は

羽田空港から松山空港へと別ルートで台湾に向かいまし

た。

当日の朝、田村会長や久保幹事のスーツケースがお土

産を入れている以上に大きい理由がこの時点ではまだ良く

分っていませんでした。

松山空港に到着すると斗六ロータリークラブの方が８名

程で出迎えて下さいました。その後、市長達を出迎える為

に貸し切りバスで桃園空港に移動しました。待つ事３０分

程度でしたか、井田市長と、凄くホッとした表情の関課長が

出てまいりました。後から聞いたのですが、関課長は飛行

機が大の苦手という事で、新婚旅行で乗ったきり一切乗っ

ていなかったようです。家族で出かけるときも飛行機を使う

ようなら自宅待機で、一緒に行かなかったという事を後で

伺いました。しかし、今回ばかりは仕事ですので断る事も

出来ず、決死の覚悟でいらしたそうです。我々の顔を見て

かなりホッとしたと、後で言ってました。

全員揃ったところでバスにて一路斗六市に向かいました。

私、斗六訪問は今回が初めてでございまして、他の皆さん

は数回斗六訪問をされていたそうです、話には聞いていま

したが空港から遠い所でした。

斗六市に到着後、そのまま市役所に向かいました。到着

するや多くの職員方の出迎えを受けまして、その後、２階

の会議室で斗六市長とお会いし、お土産交換等のセレモ

ニーを一通り執り行い、いろいろ歓迎の言葉を頂き、その

後ホテルに向かいました。

その夜は、正心中学校主催の歓迎会が御座いまして、正

心中学校の方と真岡西中学校の先生方と、生徒、父兄、

更に運林県の市長と斗六市長も加わり、盛大な歓迎を受

けました。ここでもお土産を沢山頂きました。雲林県副知事

と斗六市長共に女性です。台湾では女性の方がこういった

仕事に就かれる方が多いのでしょうか。ちょっと日本とは違

う感じなのかなと思いました。

歓迎会終了後の２次会は斗六ロータリークラブ会長、勝

さんがセッティングして下さいました。カラオケで飲めや歌

えと大騒ぎをしてまいりました。朝も早かったし、疲れてい

たせいで１１時頃だったと思いますが、「そろそろお開きに

しては」と声を掛けましたら、勝会長は「７５歳の私がまだま

だ飲みたいんだ」とおっしゃり、皆様も帰らずに一緒に飲む

ことになりました。私は、０時迄飲みたいと言ってまして、そ

の通り０時迄飲んでカラオケでわいわい騒いで参りました。

日本時間ですと１時でした。当日朝３時頃から起きていまし

たので結構疲れてはいましたが、お付き合いをさせて頂き

ました。

１１月７日は台南観光という事で、先ずは正心中学校に

行きまして、子供達の黄色い声で歓迎されました。

■内部卓話 姉妹クラブ委員長 小林 勇一郎 お土産の交換や資料の見学あるいは記念撮影などを行

いました。私は知りませんでしたが、正心中学校は男女

別学で男子生徒の棟と女子生徒の棟が向い合わせに

なっていまして、片方の棟は女子生徒が顔を出して一生

懸命手を振り黄色い声援を送ってくれましたが、男子生徒

はぽつぽつといるだけという対照的な２つの棟が建ってお

りました。正心中学校と真岡西中学校の先生、生徒、父

兄と私たちを加えまして、バス２台で台南観光に向かいま

した。

台湾で最も尊敬されている日本人と言われている方、

八田與一さんが設計、施工した烏山頭ダムを見学してま

いりました。

八田與一さんはこのダムと１万６，０００キロに及ぶ灌漑

用水路を建設した事で、もともと干ばつや水害が多いこの

不毛の土地を台湾最大の穀倉地に変えました。そこに行

きますと八田與一像、八田與一記念館、八田與一記念公

園、八田與一居住家屋など八田與一さんを偲ぶ物が多く

残されておりました。道路にも八田路(ロード)と名前が看
板に残されていました。今でも尊敬され語り継がれている

様子が伺えました。

次に向かったのは、台南市の安平古堡（あんぴんこほ

う）と言われる国定史跡のお城です。ここは１７世紀初頭

にオランダが占領し、城を建築して要塞とした所だそうで

す。その後、清朝時代や日本の統治を経て今に至ってい

るようです。

この日は、斗六に帰った後、斗六ロータリークラブの歓

迎例会を受けました。名前が入った記念品などをお土産

に頂きました。この例会では日本のパスポートを持って帰

国中の頼近会員もメイクアップに来て合流しました。

今回感じたことがあります。台湾では乾杯の発生をする

ことなく目の前にあるお酒をいつの間にか飲み始めるよう

です。この例会の時にもいつの間にか飲み始まっていま

したし、前日の正心中主催の歓迎会でも斗六ロータリーク

ラブと私のテーブルは同じだったのですが、セレモニーを

やっているにも関わらず早々と少しづつ飲み始めていて、

不良中年の集まったテーブルのように感じました。如何な

ものでしょうか、台湾マナーに詳しい方教えて下さい。

※お葬式なども礼服着用でなくブレザーであったり、自由

スタイルとの事です。（岡本俊夫ＰＰ談）

例会終了後、２次会があり、この日も１２時迄飲んで

歌っての歓待を受けました。日本ではなかなか食べる機

会のないカラスミがふんだんに出てきて遠慮なく頂きまし

た。また、日本には無い食べ物が出てきて大満足しました。

この日も１２時頃で終わったのですが、折角斗六に来て

このままホテルで寝てしまうのももったいないので、屋台

に行きたいと思い、帰りました。幹事と見目氏と３人でホテ

ル近くの屋台に行くとラーメンやら色々なものがありまし

たが、屋台にはお酒が無い為、近くのコンビニで買ってき

て、３時近くまでお腹一杯飲み食いをしてホテルに戻りま

した。

１１月８日は先生と父兄の方々と私達とで日月潭（にち

げつたん・じつげつたん）観光に行きました。

日月潭は台湾最大の湖で標高７００ｍ程の所に在り、周

囲を山で囲まれ風向名媚な所でした。

次頁へ続く
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■出席報告 委員長代行 石井 誠 君

毎週、委員長代行を務める石井さん。

御苦労様です。

すっかり板についてきましたね。

湖に浮かぶラル島から東側が太陽、西側が三日月に似

ているところから 日月潭と言う名前がついたそうです。遊

覧船で観光した後、湖畔のレストランで正心中のＰＴＡ会

長林様主催の昼食会がありまして、そこでも沢山のお土

産を頂きました。

今回は乗りませんでしたが、以前来たことのある見目会

員によるとロープウェイからの眺めも素晴らしいとの事で

した。また来ることがあれば、是非乗りたいと思います。

その後、市長と我々随行員は最寄りの新幹線の駅で他

の方々と別れ、台北に向かいました。日本の新幹線と何

ら変わらない快適な乗り心地でした。

夕方、ティアナの家にお邪魔致しました。すでに辺りは

薄暗くなっていたので全体は良く分りませんでしたが、大

変立派な家でした。総檜造りのフロアがあり、そこには畳

の部屋もあって日本風にまとまっていました。

ティアナの父親から井田市長に「桃園近くの中学校と姉

妹校の関係を結んでは？」とのお話がありました。市長も

かなり乗り気になったように感じました。その時には、また

我々も随行するかもしれません。

台北では市長と随行員と通訳で和気あいあいと焼き肉

を食べ、カラオケにも行き市長の歌声を存分に聞かせて

頂きました。

１１月９日桃園空港から帰る井田市長と一寸浮かない顔

の関課長をホテルで見送り、無事随行員としての役目を

全うできたと思っております。

さて、帰る準備に取り掛かったところ荷物の多さに驚き

ました。小さなバッグ１つで来ていた見目会員と普通の大

きさのスーツケースで来ていた私はお土産が入りきらず

急きょバッグを購入する事になりました。会長幹事が無駄

に大きいと思われるスーツケースできた理由が良く分りま

した。

斗六訪問は初めてでしたが、今度は随行でなく斗六に

行きたいと思います。

つたない話ではありましたが、ご清聴ありがとうございま

した。

八田與一について

石川県河北郡花園村(現在は金沢市
今町）の出身。石川県尋常中学、第四

高等学校(四校)を経て、１９１０年(明治
４３年)に東京帝国大学工学部土木科を
卒業後、台湾総督府内務局土木科の技

師として就職した。台湾では初代民政長

官であった後藤新平以来、マラリヤなど

の伝染病予防対策が重点的に採られ、

八田も当初は衛生事業に従事し、嘉義市・台南市・高雄

市などの各都市の上下水道の整備を担当した。その後、

発電・灌漑事業の部門に移った。八田は２８歳で当時着

工中であった桃園大 （とうえんたいしゅう）の水利工事を

一任されたが、これを成功させ、高い評価を受けた。当時

の台湾はまさにこういったインフラ建設の真っただ中で、

水利技術者には大いに腕のふるいがいのある舞台で
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火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金

6月出席率

0前回までのその他繰越金

9月出席率 10月出席率 12月出席率

1,189,537

－ 40（1） 9

出席免除３名（資格者２名　＋　有理由者１名）
例会日 出席義務 事前ＭＵ 事後ＭＵ

94.00%
82.00%

2月出席率

１２月 １月
■月間予定

月
初
会
・
新
年
会

※出席数の（　）は出席免除者の出席を表す

その他 0
累計 0
合計金額

補正後１１月１５日 49 6

1月出席率

3

7月出席率
　11月２６日 49 1

11月出席率

38（1）
出席

月
初
例
会
・
ク
ラ
ブ
総
会

前回までのスマイル繰越金 1,145,000
会員 25,300

前回までの米山繰越金 19,237
米　　山 0

ビジター 0
合計 25,300

1,170,300累計

累計 19,237

8月出席率

忘
年
家
族
例
会

（
夜
間

）

■出席報告
在籍５２名

84.74% 97.52% 96.73% 92.00% 96.45%

欠席

3月出席率 4月出席率 5月出席率

出席率 本年度累計出席率
3

特
別
休
会

祝
日
休
会

例
会

（
新
入
会
員
卓
話

）

１２月３日（木）

＜月初例会＞

誕生日祝・結婚記念日祝

＜クラブ年次総会＞

■本日のプログラム ■次回のプログラム

１２月１０日（木）

＜例会＞

［新入会員卓話］

青木 圭太 会員

馬場 照夫 会員

■１１月２６日のお食事■１１月２６日までのスマイルボックス
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