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第2774回 村山年度 第40回 会報 2016 5-10 司会 田中徹君 

欠席の場合は当日 9 時 30 分までに次のいずれかにご連絡を。電話 62-0128、FAX62-1076 （以上石山桂子） 
                          メール  qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp 

出席報告  出席委員会  安藤譲治君 （出席規定の免除会員数5名） 

例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU 数 修正出席率 

本日 5月10日 38(5) 20(3) 18(2) 55.6% 

前回 4月26日 38(5) 28(4) 10(1) 75.7% 6人 91.9% 

 皆様、今日は。本日は、第1グループのゴルフコ
ンペということで、10名余りがそちらに参加しており
ますので、このように少人数になってしまいました。 
 先週は大型連休のため休会でしたが、今年の連
休は天候にも恵まれ、また、JRのDCプレキャン
ペーン等もあり、観光関連事業者にとっては素晴
らし1週間だったのではないでしょうか。 
 ということで、本日が5月最初の例会でございます
ので、今月のRI月間行事についてお話しさせてい
ただきます。今月は「青少年奉仕月間」でございま
す。ロータリーの重要な目的のひとつに、国際理
解と親善を通して平和を推進することがございます。
また、ロータリーであれ企業であれ、優秀な後継者
を指導育成することの重要性は議論の余地がござ
いません。ただ、その成果を得るまでには少し時間
が必要でございます。また、その成果は、劇的なも
のでありません。紛争が起きればメディアがこぞっ
て報道しますが、いわゆる「平和」についての報道
は、残念ながら余り目につかないのが現状ではな
いでしょうか。 
 ロータリーでは、学生を海外に派遣する青少年
交換留学制度がございます。数日から数か月の短
期交換。そして、1年間を過ごす長期交換の2種類
がございます。その成果の代表例が2016-17年度 

ロータリー学友世界奉仕賞を受賞された、皆様ご
存知の緒方貞子様です。1951年に日本人として2
人目のロータリー国際親善奨学生として、米国ワシ
ントンD．C．のジョージタウン大学大学院へ派遣さ
れました。 
 彼女のご活躍はご存知の通りですが、改めてご
紹介させていただきます。ジョージタウン大学の後、
カリフォルニア大学バークレイ校で博士号を取得し
帰国した彼女は、国際基督教大学と早稲田大学
で教鞭をとり、1991年の国連難民高等弁務官
（UNHCR）に就任。さらに、国連総会で日本代表、
国連日本政府代表部とユニセフの執行理事会議
長も歴任しました。 
 特に、国連難民高等弁務官としての10年間は、
湾岸戦争、ルワンダ、旧ユーゴスラビアの民族紛
争、冷戦時代のアフガニスタン紛争における難民
等を支援しました。難民問題と国際的な安全保障
には深い関係があると訴えることで、国連難民高
等弁務官事務所の予算と人員を拡大。国連安全
保障理事会との関係を強化するなど、その貢献が
高く評価されました。 
・「難民を守ることは、その性質上、論争の的となり
得る」 
・「行動を重んじるダイナミックな（UNHCRの）活動
を実行するには、主権国家に挑むことが求められ
ます。これらの国は自国民以外、そして時には自
国民への対応に迫られるからです」など、緒方氏
の行動理念の形成に、ロータリーの奨学生制度は
大きな貢献を果たしました。 
 ロータリーの青少年交換制度は、人生を変えるよ
うな貴重な経験を若者に味わってもらいたい。学
生たちが新しい文化や習慣に触れることで、グ
ローバルな理解が芽生え、平和の土台が築かれま
す。さらにその恩恵は、学生たちだけでなく、留学
生を世話するロータリークラブやホストファミリーに
も及びます。  
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 以上、本日は、青少年奉仕月間にちなんでお話
しさせていただきました。ご清聴有難うございました。 

幹事報告 秋葉秀樹副幹事 

第40回幹事報告です。 
 ロータリーリーダー5月号と那須塩原市国際交

流協会から資料が届きました。只今回覧中で
す。 

 第二回インターアクト合同会議開催の案内が
届きました。澤田吉夫青少年奉仕委員長にお
渡しいたしました。 

 次週例会終了後5月度の理事・役員会を開催
致します。理事・役員の皆様はお残りください。 

委員会報告 髙木茂副会長 

誕生祝、結婚祝 
吉光寺政雄 親睦委員長 

 5月の誕生祝結婚祝いは該当者ございません。
結婚祝いは遠藤清和君、髙木慶一君、髙木茂君、
田中徹君です。  
 結婚祝い 

田中徹君      髙木茂君 
（欠席 髙木慶一君 遠藤清和君） 

 本日は担当である荒井副会長が欠席ですので、
私が委員会報告を申し受けます。報告のある委員
会は挙手願います。 

 社会奉仕委員会副委員長 
クラブ定款細則委員 
月江寛智君 

• 5月27日と28日に予定しておりました那珂川源
流の水質検査ですが。宿の関係上、実施日が9
月17日18日へと変更となりました。一泊二日、
泊まる場所は同じく三斗小屋温泉になります。
出発時刻は割烹石山を9時に予定しております。
参加宜しくお願いします。 

• 髙木茂年度理事役員会より定款細則変更案が
提出されましたので、次週例会において定款細
則委員会を開催します。 

SAA委員長 石山桂子君 

 皆様こんにちは、村山年度も残す所後２ケ月とな
りました。 
 副SAAに無くてはならない相談役の田中さん・豊
田さん・小野さん・安藤さんと皆さんにご協力を頂 2 



  昨年の11月にブラジルの甥が結婚したので行っ
てきた。今回は結婚式の前に下の妹とその友人と
3人で南米大陸を横断する10日間のアンデス山脈
越えをする約束だったので楽しみにしていた。 

 まず妹が住んでいるサン・パウロ（São Paulo）から
一路 チリ（Chile）のサンチアゴ（ Santiago）まで行き、
そこで市内観光。次の日にチリ北パタゴニアの町
プエルト・モン（Puerto Montt）に移動。この町は太
平洋沿岸で鮭の養殖が盛んで経済は上昇、人口
も増えズンズン発展しているそうだ。残念なのは発
展に伴って人口は増え、自然は破壊されて人家が
増えている。でもとても住みよい町で、出迎えてく
れた人も首都のサンチアゴからこちらに移ってきて
よかったと話していた。ここから車で20分ほどの、プ 

 バリロッシェの町はスキー場で有名だ。周辺至る
所にスキー客のロッジがあり、スキー場があるがに
ぎやかなのはシーズンだけ。わたし達は観光名所
をゆっくりと回ることができた。有名なホテルLlau 
Llau（ジャウジャウと発音）が見える展望台（道路脇 

いて例会もスムーズに進行しております。 
 中でも食事の数だけは永遠の課題だと思ってお
ります。過日卓話で貧困の話を聞きましたが、思う
ように食べられないで困っている子供が沢山いま
す。 
 材料費・経費の無駄を無くす為にも出来るだけ
無断欠席はしない様にお願い致します。欠席する
時は、お手数でも出席委員会とSAAと両委員会に
お願い致します。 
 残りの時間は小野さんが昨年11月ブラジルに
行った時の様子をお話する事になっております。こ
の日の為に900枚の写真も用意してくれました。写
真を見ながら小野さんのお話に耳を傾けて頂けた
らと思います。 

 ＳＡＡ委員 小野安正君 

エルト・ヴァラス（Puerto Varas）に移動。この町から
は日本の富士山のようなオソルノ(Osorno)火山が
見えるので有名だ。泊まったホテルもBella Vista
（良い眺め）でホテルの窓からこのオソルノ火山とカ
ルブッコ(Calbuco)火山が真正面に見えるのには感
激した。天気のよい午後で空も真っ青、頂を雪に
覆われた二つの火山は素晴らしい眺めで、３人で
写真をとり周辺を散歩した。町はこじんまりとしてい
て、きれいな公園や民芸品市場などがあり観光客
がたくさんいた。チリでは11月は高齢者特別割り引
きがあるので、どこまでいってもお年寄りのグルー
プがいっぱいだった。春なので家々の庭や道路わ
きの草花や街路樹が咲き乱れていた。 
  次の日この二つの火山に別れをつげ、アンデス
山脈上の幾つもの湖を2日間、船3回にバス4回を
乗り継いでアルゼンチン側のバリロッシェ (São 
Carlos de Bariloche)に抜け出た。この工程は普通
13～5時間もかかるので、途中、湖畔のペウラ島に
一泊した。ここのホテルはこの地方の木々をふんだ
んに使った山小屋風で、自然のままの木を工夫し
て椅子やテーブルにしていた。ホテルは一軒だけ、
泊り客も少数で時間はゆっくりと流れていた。近くを
流れている川は氷山や氷河から解けた水なので乳
青色。微生物や鉱山などの細かい粒子が水に浮
かんでいるのでこの色に見えるのだが、水そのもの
は透明なのだそうだ。黄色い春の花があたり一面
に咲いていた。ここではAngus種の牛がゆっくりと草
を食んでいる。そして羊、一年にいちど毛を刈り取
られ、それを売って人々は生活の糧にしている。チ
リとアルゼンチンの国境には山の中に低いが鉄製
の杭がずっと打ち込まれている。そしてその杭から
流れる水はアルゼンチン側にとチリ側にとそれぞれ
に流れるそうだと聞いて不思議な気がしたが、測量
士はそこまで計算してこの杭を建てたのかと妙に感
心した。 
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 そこからペリト・モレノ(Perito Moreno)氷河をみる
のにエール・カラファテ（El Calafate）まで移動。こ
の氷河の大きさ、氷は何ともいえない薄青色。氷河 

）から見た景色は抜群で、素晴らしいという表現し
か思い浮かばなかった。真っ青な湖に無数の緑の
島々が浮かび、所々に別荘（？）の色とりどりの屋
根や壁が見え、空も真っ青、そして囲むように見え
るアンデスの峰々の頂には雪が真っ白で、本当に
絵葉書のような景色だった。ケーブルに乗ったり、
山の頂にあるカフェーからはアンデスの峰々が手
が届くのではないかというほどに近くに見える。山
の斜面には汚れてはいるが雪が（氷）まだ残ってお
り、雪を見たことがない子供たちがそりに乗ったり
滑ったりして遊んでいた。この町は最初スイス人に
よって開拓され、今でもチョコレートがここの名物で
町の至るところにそのテのお店がある。先に書いた
Llau Lhauはこの地方にあるレンガ（Lenga）という木
に生えるミカン色のキノコの名前で、時期だったの
か至る所で見ることができた。地域の人々はこのキ
ノコをサラダにして食する。チリでアルゼンチンでは
ジャムにすると聞いたのでずいぶん探したが見つ
からなかった。わたしの青春時代に友達がこのバリ
ロッシェに旅行して、景色が素晴らしかったと聞い
ていたので一度は行ってみたいと思っていた町
だった。それを妹が覚えていて、今回組み入れてく
れたのだった。 

の上の部分は幾筋ものクレパスに割れている、そし 
て真ん中付近は両側から押されて氷が盛り上がっ
ているのが猛々しく、わたしは写真を撮りまくった。
時々大音響と共に氷の塊が氷河から割れ落ちるが、
ホンの一部だけがわたし達の目にふれるだけで、
大部分はクレパスの間に落ちてしまうのだそうだ。
氷河を見るために、反対側の斜面に幾筋もの歩道
が設けられているのだが、真横だけで２．５キロメー
トルほどになる。それを上に下に、横にと歩いたか
ら何キロも歩いたのだろう。この氷河は世界でただ
一つだけ増長している氷河で、世界中の学者達も
その理由が解らないそうだ。湿った空気を伴った風
が太平洋からアンデスの峰々に吹き付け、山脈上
で雨か雪になる。それが積もり積もって氷河の源と
なり、厚い氷の塊となっている。それが長い時間を 
かけ自然に下流に押し流される、氷河の仕組みだ。
峰々の上は幅5キロメートルにもなる氷の塊、下流
になるにつれ峰や谷間に阻まれながら湖の上に押
し流されてくるが、水の下ももちろん氷河の続きだ、
通常水の下は250メートル、水の上が70～40メート
ルにもなる。船で近くまで行けるのだが、幻想的な
幾筋ものクレパスに割れた薄青色の氷の壁に、人
間はなんとちっぽけなモノでしかないと思わされた。
この氷河が有名な理由の一つはすぐ近くまで車や
バスで行けること。そして見物できるように歩道（階
段）が完備しているので、お年寄りでもわりに簡単
にアクセスできること。現在は大きな駐車場もある
のでもっと簡単になっているし、歩けない人のため
にいつも車が中央入口部分から駐車場まで往復し
ている。 
 同じアンデスの峰々を源にしているウピサラ
（Upsalla）氷河も近くにあるが、この氷河は年々減
少していて1930年代の写真と比べると氷の部分が
幾つもの湖に変わっている。そして同じ氷の源でも
なぜ一つは増長して一つは減少しているのか学者
達の最大の不思議なのだそうだ。ちなみに、この地
域の氷の量は世界第三位で、一番が何といっても
南極、そして北極円、その次がここで、どれだけの
氷の塊が積もっているのか？わたしの想像ではと
ても追いつけない。その昔、氷河期にはこの地域
の峰々は1,500メートル以上もの氷に覆われていた
そうだ。そして長い年月をかけて氷が解け、山の
尖った部分が氷と共に流れ、その頂が丸くなった
のだそうだ。現在尖っている峰々は当時から氷の
塊から突き出ていた部分だった。峰の頂にいくとそ
の違いが鮮明に判る、尖がった部分の下はどれも
丸みをおびていて、海の生物が化石化した岩や氷
河のために山肌が小刻みに割れた部分などがいく
らでも目に付く。アンモナイトの化石が組み込まれ
た石を見た時は驚いた、そして真っ黒な石に幾つ
もの貝殻がへばり付いたようなモノも多くあった。こ
んな石をみるとつい拾ってきたいという衝動に駆ら
れるのが普通だが、案内した若いガイドは観光客
の心理を心得ていて≪ここのモノはここでしか価値 
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次回例会           平成29年4月17日      担当 クラブ奉仕 

近隣クラブ例会日 
  火曜日  西那須野/いとう屋 0287-36-0028 

近隣クラブ例会日 
  木曜日  大田原/ホテル龍城苑 0287-24-2525 

  木曜日  塩原/塩原カントリークラブ 0287-35-2211   木曜日  那須/ホテルエピナール那須 0287-78-6000 
  木曜日  大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165   金曜日  黒羽/ホテル花月 0287-54-1105 

5月10日欠席(敬称略) 
秋間忍・荒井昌一・植竹一裕・遠藤清和 
大島三千三・大森貞男・相馬征志・髙木慶一 
津久井誠二・戸野俊介・鳥居輝一・平山博 
深町彰・藤崎善隆・室井次男・和気勝利 
薄孝明・時庭稔 

前回 4月26日分メークアップ(敬称略) 
時庭稔・荒井昌一・和気勝利・豊田哲司 
鈴木隆子・髙木慶一 

会報委員会：稲垣政一・鳥居輝一・秋間 忍・髙木慶一・安藤讓治 

がないものだから何一つ持ちださないでくれ≫と釘
をうった。 
  次の日に、Estancia Cristina（農場）に訪問ツ
アーをした。町から80キロ離れた波止場から船で3
時間、ウピサラ氷河の下流を見物しながら農場へ
向かった。氷河から割れ落ちた幾つもの薄青色の
大きな氷の塊が湖面に浮いていて、幻想的な雰囲
気のなか農場の波止場に着いた。そこから４ｘ４の
ジープで峰の頂までいったら、先ほど見たウピサラ
氷河を上から見ることができた。突風が吹き、雪花
が舞うなか眺めた氷河もまた一味ちがった風情
だった。 
 この農場は1930年代、あるイギリス人船員がチリ側
のプンタ・アレナス（Punta Arenas）周辺を大変気
に入った。アルゼンチン側のこの地域は開発が遅
れていて、30年住むと自動的に自分所有にできる
と聞いて妻を伴って移住した。最初3年ほど他農場 
で働き仕事を習いこの地に住んだが、現在２時間
で湖を渡り切るが当時は１４時間もかかったそうだ。
生まれた二人の子供を育てながら、冬場はもっと温
かい地方へ移り住みながら頑張ったが、30年の満
期が終わる前に地域は国立公園に指定され、住む
権利だけは与えられたが土地は貰えず売ることも
できずに終わった。娘は20歳の時に肺炎になり、
医者にかかることもなく死んだ。息子は他地方で中
学を卒業後土地に戻り、死ぬまで農場で過ごした
が子孫を残さなかったので土地は没収され現在は
レジャー会社が観光開発の許可を得て運営してい
る。そんな話を聞きながら昔の仕事部屋を見物した。
自動発電機や、牛に引かせる鋤や鍬などもあり、
当時をしのばせる道具や工具なども展示されてい
た。辺鄙な地域だけに医者にも見てもらえずに死
んだ娘、そして不運な一家の歴史もまたこの地で
終わったのかと思うと、その人たちがどれほどに無
念だったかと偲ばれた。 
 そこから首都のブエノス・アイレスに飛び、市内観
光をして夜はタンゴのショ―をみてわたし達の旅は
終わった。 Esquina Carlos Gadelha の雰囲気とタ
ンゴ・ショーをわたしは大変気に入り、普段は飲ま
ないのに白ワインを3杯も飲んで楽しんだ。 
  
  

 一つだけ気に入らなかったのは中国人団体が二
つも入っていて、最前列を占めていたこと。そして
他のお客のことなどおかまいなしに腕を高く上げ携 
帯電話でショーを録画しているので後ろの人たち
の邪魔になったこと。ボーイに文句をいったが誰も
注意もせず止めもしなかった。少しは国際的エチ
ケットをわきまえてほしいと思った。 
 食事はチリでは海の幸、キング・クラブや魚介類
を楽しんだ。アルゼンチンではもちろん牛肉、それ
にパタゴニアの羊の丸焼きは大変に美味しかった。
羊を縦に開いて串刺しにして焚火の周りに立て、
何時間も気長に焼いていく。油は滴り落ち肉の外
側はパリッとして中はジュウジュウとしている。この
地域は雨も雪もあまり降らないので、生えているの
はまるで枯草だが、それが臭みのない美味しい羊
肉を生産するのだそうだ。もちろん機会あるごとに
食べました。 
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