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例会場

クラブモットー “ 周 囲 と の 調 和 を ”

№15 第2032回例会（2017.11.13）
開 会 点 鐘（18：00）
ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱
来客紹介
歓

迎

歌

出席報告
食

プログラム

「ポジティブなエネルギーを未来につなぐ」

事

ロータリー財団学友 佐藤 恭子氏

会長の時間
幹事報告
委員会報告
ニコニコ箱報告

閉 会 点 鐘（19：00）

■ 予定プログラム
当 ク ラ ブ （11/20） → 11/18（土）「西播第一グループ I.M.」
14：00 受付開始
〃

14：30 ～ 19：00

I.M.

於：ホテル日航姫路

（11/27） → 11/30（木）「職場例会」10：00 ～於：陸上自衛隊日本原駐屯地
※ 8：10 姫路駅南ロータリー集合

〃

（12/ 4）「（予定）ソング練習」担当：ソング委員会

姫 路 Ｒ Ｃ （11/14）「（仮）成年後見制度について」 弁護士 立花 隆介 氏
姫 路 南 Ｒ Ｃ （11/20） → 18 日（土）「西播第一グループ I.M.」14：30 ～於：ホテル日航姫路
姫 路 西 Ｒ Ｃ （11/15）「西播第一グループ IM リハーサル」
神 崎 Ｒ Ｃ （11/16） → 18 日（土）「西播第一グループ I.M.」14：30 ～於：ホテル日航姫路
姫路中央ＲＣ （11/16） → 18 日（土）「西播第一グループ I.M.」14：30 ～於：ホテル日航姫路
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第2031回（11月6日）例会 記録
■ 出席報告（報告： 冨田

正雄 会員 ）

11 月 6 日
会員数

出席免除者数

68 名

10 名

例会出席者数
48 名

例会欠席者数

ホームクラブ出席率

11 名

81.36%

10 月 2 日例会（確定補正分）
会員数

出席免除者数

68 名

10 名

■ 来客報告

（山田

例会出席者数
40 名

例会欠席者数
17 名

メークアップ数 確定補正出席率
17 名

100.00％

一郎 副会長）

草苅

友美 君（津山西 RC）

杉本

正幸 君（姫路南 RC）

草苅氏

杉山氏

来訪ロータリアン

2名

累計

25 名

■ 会長の時間
失礼いたします、会長の時間を頂きます。
まず最初に皆様に謝らなくてはならないのです。来週の例会は欠席さ せ
ていただきます。というのも社員をメキシコのお客様に技術者として 出
向させているのですが、現地の女性と結婚するので式に参加してほし い
と依頼が有り、メキシコへ行かなくてはならないからです、本当に申 し
訳ありません。
また次回の 例会では久 内前会長に 会長代行を お願いして いますが、 久内会員に はまたまた ご苦
労をお掛けします、宜しくお願いします。
さて先週の 土曜日、姫 路科学館で 小中学校の 科学展表彰 式に行って きました。 私のするこ とは
挨拶とメダ ルの授与で す、四十名 ぐらいの生 徒が表彰さ れ一人一人 にメダルを 授与します 。メ
ダルを首に かける時全 員におめで とうと声を 掛けるので すが、有難 うと返事を してくれた のは
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四人ぐらい だったと思 います。最 近の子供は 挨拶が出来 ないなと思 い少し寂し く成って来 まし
た。
表彰式の後 プラネタリ ウムを見せ て頂いたの ですが、ゆ ったりとし た気分にな り少し眠気 は来
ますが非常に素晴らしかったです、皆様も一度行かれては如何ですか。
この後のプ ラグラムで すが、高馬 会員がキリ マンジャロ に登頂した 時の話をし て頂けるの で大
変楽しみに しています 。誰でも登 頂出来る山 ではないの と高馬会員 の素晴らし い話し方で 、さ
ぞかし面白い話を聞かせて頂けると期待しています、宜しくお願いいたします。
最後になり ますが、会 員全員が人 を非難する 言動をせず 、人の悪口 陰口を言わ ない、その よう
な素晴らしいクラブになりますようお祈り申し上げ、会長の時間とさせて頂きます。

■ 幹事報告

（山根

章 幹事）

1．11 月のお誕生日のお祝いを申し上げます。お名前をお呼びいたしますのでそ
の場でお立ち下さい。
吉中会員（9 日）
おめでとうございます。皆様、祝福の拍手をお願いいたします。
2．11 月の結婚記念日のお祝いを申し上げます。お名前をお呼びいたしますのでその場でお立ち下さい。
増田会員(1 日)、河本会員(2 日)、樋口会員(6 日)、藤井会員(6 日)、福永会員(19 日)、
橋本会員(22 日)、松浦梅春会員(23 日)、山田一郎会員(23 日)、前川会員(23 日)、大出会員(27 日)
おめでとうございます。皆様、祝福の拍手をお願いいたします。
3．青少年交換来日生のギレルミー君に、
11 月分の奨学金を会長よりお渡しして
いただきます。
＊毎回恒例の小スピーチも上手になっ
てきました＊
4．去る 11 月 4 日（土）、姫路科学館におきまして「第 53 回

姫路市児童生徒科学作品展」調査研究

の部の表彰式が開催され、
篠原会長と宗接青少年奉
仕委員長が出席し、メダ
ルの贈呈を行われました。
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5．本日 17 時より「11 月度定例理事役員会」が開催されました。役員・理事の皆様早くからありがと
うございました。
6．次次週 11 月 20 日（月）の例会は、11 月 18 日(土)ホテル日航姫路におきましての「西播第一グル
ープ IM」に変更となっております。14：00 受付開始、14：30～19：00IM です。その翌週 27 日
（月）は 30 日（木）に変更して岡山県の陸上自衛隊日本原駐屯地での「職場例会」です。8：10 姫
路駅南口ロータリー集合となっております。ご出席予定の方はよろしくお願いいたします。
7．当地区ガバナー事務所より、豊岡ロータリークラブの「地区補助金プロジェクト見学訪問のご案内」
がまいっております。詳細につきましては事務局までお問い合わせ下さいますようお願いいたしま
す。

■ 委員会報告
◆ 親睦活動委員会（報告：橋本

雅彦 委員長）

来る 12 月 25 日の例会でチャリティーオークションを予定しております。
恵まれない、支援の届きにくい団体への寄附をと考えています。つきまし
ては会員の皆様にオークションへの出品をお願いいたします。詳細は追っ
て文書でお知らせいたしますのでご協力を宜しくお願いいたします。

■ ニコニコ箱報告

（河本

一郎 副 S.A.A）

篠原会長···················· 髙馬会員、キリマンジャロ登山談、大変楽しみにしておりま
す。よろしくお願いします。
[同趣旨で]山田 一 副会長、山根幹事、猪子会員、上野会員、
梅岡会員、大出会員、小倉会員、河本会員、久内会員、清瀬会員、河野会員、
郡山会員、酒居会員、高野会員、常村会員、壷阪会員、冨田会員、名田会員、
橋本会員、埴岡会員、濵田会員、原会員、原田 眞 会員、原田 博 会員、福永会員、
藤井会員、前川会員、松浦 絵 会員、増田会員、水本会員、宗接会員、村越会員、
森下会員、森原会員、薮口会員、山中会員、柚木会員
髙馬会員···················· 本日は皆様の貴重なお時間を頂戴致します。どうぞよろしくお願いします。昨日まで
陶器市でレジを打っていました。途中急に狂ったように「いらっしゃいませ」と言
うかもしれません。おゆるし下さい。
樋口会員···················· 11/6 今日が 52 回目の結婚記念日です。自祝。
増田会員···················· 結婚記念日自祝。
猪子会員···················· 杉山先生、ようこそ東クラブへ。
清瀬会員···················· 井口さん今日は朝から大変お世話になりました。11 日はよろしくお願いします。
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白井会員···················· 昨日伊丹で開催されたローターアクトスポーツ大会に来日生 3 名と参加してきまし
た。キンボールを使ってのいろいろなプログラムに足腰ヘロヘロになり、今日はま
だ何とか歩けてますが、明日以降起きれるかどうか心配です。
幾野会員···················· 髙馬さんの卓話お聞きしたいのですが、早退します。残念！
村角会員···················· 所用で理事会欠席しました。すみません。
松浦絵会員 ················ 先日は無事 50 周年を迎える事が出来ました。ご臨席を賜りました皆様、本当にあり
がとうございました。今後とも宜しくお願い申し上げます。
ニコニコ箱

計
累計

94,000 円
1,333,100 円

■ プログラム
「キリマンジャロ登山談」
髙馬

和宏会員

本日は皆さまの、例会という貴重なお時間を私のような
者に頂き誠にありがとうございます。この度、かねてよ
り「登れたらいいなあ！」と思っていたキリマンジャロ
登山にいっ てまいりま した。春に 大学に入学 した三男と 共に５８９ ５ｍの頂き に８月１３ 日立
つことができました。本日はそのご報告をさせて頂きます。
まずキリ マンジャロ の位置です が、アフリ カ中西部の タンザニア の北部で、 ケニアとの 境に
あります。 赤道より南 に４００キ ロという事 で、現在は 一応冬とい うことにな ります。今 は乾
季なので雨も降らず、１・２月ともに７・８月は登山の季節です。
1 日目

成田よりエチオピア航空にて 1 時間遅れでアジスアベバへ２２：００出発、途中、

香港にて給油。
2 日目

朝８：４５アジスアベバへ到着、飛行機を乗り換え、１１：２０、また 1 時間遅

れでキリマ ンジャロ空 港へ出発。 １４：００ にキリマン ジャロ空港 着。車にて 登山口に近 いモ
シの町にあるホテルに１６：００やっと到着。時差が 6 時間ありますので 24 時間かかったこ
とになります。ちなみに日本からは 12 人のグループとガイド 1 人で参加しました。
3 日目

ホテルを８：００に出発し、50 分程で登山口のマチャメゲート（1800ｍ）着。

入山の受付をしている間に、たくさんのポーターが、2 台のバスから山のような荷物を降ろし
たり、一人 一人事務所 にて荷物の 計量をした り、サイン をもらって いるのを眺 めていまし た。
ポーターは 一人１５キ ロ以上の荷 物を持つこ とは禁止さ れています 。（私物は 除きます） そし
て、私たちは一人当たり 7 キロまでの荷物をポーターに運んでもらうことができます。９：３
０に入山し 、「スター ティングポ イント、あ なたの登山 の成功を希 望します！ ］と書かれ たボ
ードを見ながら曇り空の肌寒い気温の中、歩き出しました。
途中、野生のブルーモンキーの群れに出会い、アフリカに来たことを改めて感じました。2 時
間半程歩く とランチタ イムという 事で、プラ スチックの ボックスを 渡されまし た。開けて みる
姫路東ロータリークラブ週報 5
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と、サンド イッチ、ヨ ーグルト、 バナナ、リ ンゴ、キュ ウリと人参 のステック 、骨付きチ キン
が入ってい ました。な んか日本の 登山と違い 、お殿様に なったよう な気分にな りました。 その
後、2 時間程歩いてマチャメキャンプ（３０１０ｍ）着。そのままテントに入り横になると、
高山病にな るという事 で、ダイニ ングテント に集まりテ ータイム。 「たくさん 水分を取っ てく
ださい」と 言われ、キ リマンジャ ロコーヒー にキリマン ジャロテイ ー、そして 山盛りのポ ップ
コーンを食 べました。 その後テン トに入ると すぐに、ウ エイターが 「マジモト 」と言って お湯
の入った洗 面器を持っ てきてくれ ました。マ ジモトとは 熱い水とい う意味です 。顔を洗っ て、
体をふき、 足も洗いま した。すっ きりして本 当にありが たかったで す。ヨーロ ッパの人た ちが
作ったキリ マンジャロ 登山ルート なので、す べてにおい て彼ら好み というか、 彼らが快適 なよ
うに洗練されている感じを受けました。トイレテントも 2 個あり男女別です、ポータブルの洋
式で、水も 少し出る便 器は毎日ク リーニング され、リセ ットされて います。ヨ ーロッパナ イズ
された登山にとても感心しました。ヨーロッパのアルピニズムの片鱗を垣間見た気がします。
4 日目

８：００にキャンプ地を出発してしばらく登ると、左にシラ峰（３９６２ｍ）、

正面にキリマンジャロ主峰のキボ峰（５８９５ｍ）そして背後にはタンザニアの第 2 の高峰メ
ル―山（４ ５６６ｍ） が雲海の上 にそびえて いるのが見 えました。 ルートとし ては昨日ま での
樹林帯から ヒース帯（ 低木林）に なりました 。途中、エ バーラステ ィングフラ ワー（永遠 に咲
く花）
という白く てきれいな 花を見まし た。どうな っているの だろう、と 触ってみる と、花びら はま
るでドライ フラワーの ようにカサ カサしてい て、タンポ ポの綿毛の ように風に 飛んでいき まし
た。
6 時間歩くとシラキャンプ（３８４５ｍ）に着きました。遅めのランチを食べた後、スタッ
フの紹介タイムになりました。山のガイド 6 人、コック 2 人、ウエイター2 人、テントマスタ
ー2 人、トイレマスター1 人、ポーター31 人、総勢 4４人のスタッフです。私たちの使うテン
ト、食べ物 、テーブル 、椅子、ト イレ迄すべ てのものを 彼らが運ん でくれます 。彼らのお かげ
でこの登山 が成り立っ ているのだ と思うと、 感謝、感激 です。その あとスタッ フ全員でキ リマ
ンジャロ： ハクナマタ タの歌を歌 ってくれま した。ハク ナマタタと は、心配い らない、な んと
かなるさ、 という意味 で、タンザ ニアの人達 の口癖です 。タンザニ アの人たち の少しシャ イだ
けど、あったかい人柄が伝わってきて、とても楽しく印象深い時間となりました。
5 日目

この日は行動時間が 8 時間にも及び、私としては登頂日より疲れた 1 日となりまし

た。
まず、キリ マンジャロ に向かって 登り始め、 昼頃にはラ バタワーと 呼ばれる、 溶岩が固ま って
できた高さ ８０ｍぐら いの岩山ま で行きまし た。ここは 西の方から 登ってくる レモショル ート
のキャンプ 地になって いるらしく 、イタリア 隊のカラフ ルな黄色と 黒のツート ンカラーの 、ま
るでサーカ スみたいな テントがい っぱい張ら れていまし た。ここの 標高は私た ちのアタッ クキ
ャンプと同 じ４６００ ｍです。こ こで問題な ければアタ ックキャン プでも大丈 夫という事 で、
体を順応さ せる為に２ ０分程のん びり滞在し ました。そ れからアッ プダウンを 繰り返しな がら、
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キリマンジャロの固有種である、ジャイアントセネシオの群生地を抜け、バランコキャンプ
（３９６０ｍ）に着きました。
６日目

朝 1 番からバランコウォール といわれる急峻な岩場を、両手を使ってよじ登って

いきます。 ハアハア言 っている私 たちのそば を、山のよ うな荷物を 頭に乗せた ポーター達 がヒ
ョイヒョイ 追い越して いきます。 しかし、も し、あのポ ーターが頭 の上に乗せ ている大き な荷
物を、間違 って自分の 方に落とし て来たら、 荷物もろと も崖の下に 真っ逆さま に落ちて即 死だ
なと、妙に 納得しつつ 、南無阿弥 陀仏を唱え ていました 。なんとか 無事登り切 った後、氷 河の
解けた水が ちょろちょ ろ流れる谷 に下りてゆ きました。 そこはラス トウォータ ーポイント と呼
ばれるとこ ろで、それ より先に水 場はないそ うです。今 夜のカラン ガキャンプ と明日のバ ラフ
キャンプで 使用する水 はすべてこ こから運び 上げます。 ２８ℓ入り のポリタン ク満タンに 水を
入れて運ん でいるポー ターに、ち ょっと持た せてもらい ましたが、 よくこれを 頭の上にの せて
登って行け るな、と感 心しました 。平地より はるかに酸 素の少ない ４０００ｍ での荷物の 重さ
は想像を絶するものがあります。その後、登り始めて 4 時間ほどでカランガキャンプ（４０３
５ｍ）につきました。
７日目

朝、キリ マンジャロ の主峰であ るキボ峰を 見ながら、 いよいよ今 日の深夜に 登頂

アッタクだと、わくわくしながら歩き始めました。4 時間ほど歩いてバラフキャンプ（４６４
０ｍ）に着 きました。 バラフとは スワヒリ語 で氷という 意味です。 昔はここま で雪があっ たの
かもしれま せん。１５ ：００に早 めの夕食を 取りました 。メニュー は五目ずし とスパゲテ ィー
です。炭水 化物ばかり だな、と思 いながらお 腹いっぱい たべました 。そして、 １７：００ に寝
袋にもぐり こみました 。２１：３ ０起床、２ ２：３０夜 食、２３： ００出発と いう予定で した。
が 、 な ん と 、 私 、 一 睡 も で き ま せ ん で し た 。 17 時 間 起 き っ ぱ な し の 徹 夜 で 登 る の か と 思 う と
不安になり ました。で もまあ、眠 れなかった ものは仕方 ないと割り 切りました 。その代わ りブ
ラックコーヒー2 杯と山盛りのお粥を 2 杯食べました。上半身はメリノウールの下着、半そで
シャツ、ユ ニクロの薄 手のダウン ジャケット 、モンベル の厳冬期用 の厚手のダ ウンジャケ ット、
風よけの雨 具。下半身 はメリノウ ールのパッ チ、ズボン 、ダウンパ ンツ、風よ けの雨具と いう
服装です。その他ホッカイロを 12 個、体中に貼り付けました。少し遅れて２３：３０に出発。
気温は零下３℃。
８日目

星明りの中 ヘッドライ トをつけて 歩き続けま した。途中 眠くなって 足が止まる 、と

聞いていたので、カフェイン８０mg 入りの栄養ジェリーを 7 個飲みました。すると、寝不足、
高山病なんか何のことですか、というくらい目はパッ
チリ、足は軽く、すこぶる快調で満天の星空

の中、

ようやく出てきた月に照らされたマウエンジ峰（５１
５１ｍ）の素晴らしさに、心を奪われました。ただ残
念なことに、最高齢で参加された男性が一人だけ高山
病 で登 れ な く なり 、 ガ イ ド 2 人 に 付き 添 わ れ て下 山 さ
れました。そして、その後も他のパーティーより、ガ
イドに付き添われて下りてゆくフランス人の女性や、
姫路東ロータリークラブ週報 7
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イタリア人 の女性数人 が下りてゆ くのを見か けました。 せっかくこ こまで登っ てきたのに 、あ
とほんの少しのところでリタイヤするのは、さぞかし残念だろうと胸が痛みました。6 時間ほ
ど歩くと稜 線がみえて きました。 気温は零下 １０℃、空 気は冷たく 冴えわたり 、空は全部 が星
で埋め尽く されていま す。こんな 素晴らしい 景色はみた ことがあり ません。あ ともう少し と思
うと、うれ しさと感謝 の気持ちで いっぱいに なりました 。思わず、 「上を向い て歩こう」 、の
歌を口ずさ んでいまし た。「上を 向いて歩こ う、涙がこ ぼれないよ うに、・・ ・・・幸せ は雲
の上に、悲 しみは星の 陰に・・・ ・」後ろを 歩いていた 、日本のガ イドの人も 一緒に歌い だし
ました。こ の場面が永 遠に続けば 、どれほど 幸せだろう 、と思うほ どでした。 私にとって は頂
上に立った時より、心に残る、静かで幸せな時の流れでした。そして、暗闇の中、第 2 のピー
クであるス テラポイン トを過ぎ、 頂上のウフ ルピークへ 歩きはじめ 、約３０分 で日の出に なり
ました。（ ６：３０） オレンジ色 のまぶしい 朝陽が登り 始め、レブ マン氷河が 何とも言え ない
色に染まっ てゆきます 。インディ アンオーシ ャンより昇 ってきた太 陽が、雲海 の上からア フリ
カの大地を 照らそうと しています 。今、まさ に、アフリ カの夜明け がキリマン ジャロのウ フル
ピークにや ってきまし た。体が一 瞬かっと熱 くなったよ うに感じま した。ウフ ルとはスワ ヒリ
語で「自由 」という意 味です。タ ンザニアに アフリカ中 の首脳が集 まり、アフ リカ宣言を 行っ
た時につけ られたのだ そうです。 太陽の光が アフリカの 自由を照ら し、祝福し ている、そ んな
感じがしました。
それから、３０分程歩き［,コングラ ッ
チュレーション、ウフルピーク］と書い
てある看板の前に着きました。早速、姫
路東ロータリークラブのバナーを取り出
し、記念撮影をしました。雲一つない晴
天です。どの国の人もみな興奮と感激で
顔がクシャクシャになっています。お互
い、コングラッチュレーションと叫びな
がら、ハイタッチをして喜び合いました。
15 分 程 滞 在 し ま し た が 、 長 く い る と 高
山病になる危険があるという事で、後ろ

ウルフピークにて記念撮影

髪をひかれる思いで下り始めました。下
りは火山灰 の道です。 どこを歩い ても砂ボコ リが舞い、 息苦しく「 困ったな」 と思ってい まし
た。そこへ キャンプへ の伝令のた め、走って 下りてきた ガイドがい たので、そ の後ろにつ いて
一緒に脱兎 のごとく走 り下りまし た。標高差 １０００ｍ を６０分で 下りたため 、テントに 着い
てから酸欠 状態になり 、しばらく 動けません でした。標 高５０００ ｍというの を忘れてい まし
た。皆が揃 うのを待ち 、アタック キャンプよ りさらに９ ０分下って 、ハイキャ ンプ（３９ ５０
ｍ）に着きました。
９日目

夜、標高 が下がった のに非常に 寒く、朝起 きるとテン トが凍って いました。 テン

トサイトか らキリマン ジャロを眺 めると、う っすらと雪 が積もって います。私 たちが登頂 する
8 姫路東ロータリークラブ週報
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日でなくて良かったと胸をなでおろしました。た
った 1 日違いで命拾いをした感じでした。３時間
ほど歩いて全員、最後の下山口になるムエカゲー
トに着きました。そして、登山事務所にて登頂証
明書を一人一人いただきました。そこでも、また
ポーター達がいつものように、先回りして用意し
てくれた最後の食事を、美味しいキリマンジャロ
ビールを飲みながら、お腹いっぱいいただきまし
た。最後は ガイド、ポ ーター、私 たち皆で歌 って踊り、 お互いの登 山の無事を キリマンジ ャロ
の神様に感謝しました。
最後に、 帰国した今 でも、彼ら のはじける ような笑顔 が忘れられ ません。決 して裕福で はな
いのに、あ の幸せそう な明るさは どこからく るのだろう 、と考えさ せられまし た。そして 、お
世話になっ た彼らの幸 せを、心か ら祈らずに はいられま せん。アフ リカの山に 登りに行っ て、
アフリカの人たちの優しさに癒された旅だったように思います。
本日は長時間、お付き合いしていただき、誠にありがとうございました。
≪追伸≫
私が不思議に思っていたアフリカ人の「ハクナ
マタタ」精神についてのエッセーがありましたの
でご紹介させていただきます。
「ハクナマタタ」とはノープロブレム、問題な
い、大丈夫、という意味のスワヒリ語だが、この
「ハクナマタタ」という言葉に、アフリカ精神が
凝縮されているような気がする。
東洋人である日本人は、将来に備えて「転ばぬ
先の杖」的な生き方をする。それは老後のためで
あったり、 将来の不安 、心配のた めであった り、ともあ れ日々努力 を積み重ね て、なんら かの
貯えとステ イタスを築 く。そうす れば、備え あれば憂い なしで、老 後は安泰と いうわけだ 。し
かし、遠い 将来を思い 煩いすぎて 、エネルギ ーを消耗し つくし「今 ］を疲れて いる人も多 い。
ところが、 アフリカ人 の多くは貯 えもなく、 将来に対す る十分な備 えもなく、 その日暮ら しの
人が圧倒的 だ。しかし 極限の暮ら しな中でも 、なぜか不 思議と明る い。どうし てこんなに 多く
のアフリカ 人が厳しい 環境の中で 、たくまし く生きてい けるのかが 謎で、よく 日本人の友 人と
話題にする 。もちろん アフリカ人 といっても 様々だが、 多くのアフ リカ人は「 なんとかな る」
と思い、「 神様がいる から」と言 う。そして 不思議なこ とに本当に なんとかな ってしまう 。こ
れを私は「アフリカの謎」と呼んでいた。
最近この 「アフリカ の謎」の答 えは、もし かしてアフ リカ人の中 にある「ハ クナマタタ 精神」
と「将来を 憂いすぎな い楽天性」 にあるので はないか、 と思うよう になった。 「きっとな んと
姫路東ロータリークラブ週報 9
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かなる」と いうこの疑 う事のない 楽天性と、 大いなるも のへの信頼 と精神性が 、アフリカ 人が
ヒョイと自らを救っているのではないかと。
苦しいこ とを美徳と する東洋人 が、眉間に シワをよせ て，精進し 、修行し、 苦行して、 ジタ
バタしたあ げくに、よ うやく到達 するような 境地が、ア フリカの人 々のなかに はすでにそ こに
あるような 気がする。 心の平安の ようなもの が、アフリ カ人の体内 にはすでに 宿っている とい
うか。
不安や恐 れが全くな いわけでは ないだろう が、大いな るものを信 じ、人間力 ではどうに もな
らないことが起きたら、すべてを天に託す。辛抱強く待ち、そしてその時々で起こる運命を
淡々と受容 する。大雨 が降るとき は降る。そ の時が来た から。死ぬ ときは死ぬ 。死ぬ日が 来た
から。それが天意だから。
そのよう な生き方は 、次々に起 こる天災、 戦争、政治 問題、に木 の葉のよう にほんろう され
るアフリカ人が、過酷な環境と絶望の果てにたどり着いた世界観なのかもしれない。

■ 11 月度定例理事会
日

時

2017 年 11 月 6 日（月） 17：00～17：40

場

所

姫路商工会議所

出 席 者

本館 4 階

議員ロビー

会長

篠原

正泰

副会長

山田

幹事

松尾

健一郎

一郎

宗接

博史

山根

章

幾野

勝好

会計

清瀬

一郎

白井

務子

S.A.A.

村越

紀一

原田

眞一郎

直前会長

久内

麻佐行

村角

伸一

＊オブザーバー

親睦活動委員長

理事

橋本

副幹事

欠

欠

雅彦

審議事項
①新会員の件および新職業分類の件（承認）
②グローバル補助金（VTT）プロジェクト協力の件（協同提唱しない）
③お見舞いの件
慶弔見舞規定第 12 条「傷病並びに災害見舞金」の定義が曖昧なため、次回より「1 カ月以上の入院」
ということを前提として理事会の審議を行うことに決定した。
④クリスマス・上半期入会新会員歓迎忘年例会の件（チャリティーオークションを開催し、その収益は
支援の行き届かない団体へ寄附したい

承認）

⑤11/30 職場例会の服装の件（戦車試乗等があるため軽装

承認）

⑥上半期ロータリーサロンの件（12/11（月）例会終了後予定）
⑦2018-19 年度青少年交換長期派遣候補生の件（承認）
10
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報告事項
11 月・12 月スケジュールについて
11 月
06 日（月）
例会「キリマンジャロ登山談」髙馬 和宏会員
・11 月度定例理事会 17：00～
12 日（日）
「奉仕活動合同セミナー（神戸会場）」13：30～於：三宮研修センター
「2017-2018 年度青少年交換長期来日生第 3 回オリエンテーション並びに
2018-2019 年度青少年交換長期派遣候補生第 2 回オリエンテーション」13：00
～於：三宮研修セミナー
13 日（月）
例会「ポジティブなエネルギーを未来につなぐ」
ロータリー財団学友 佐藤 恭子氏
18 日（土）
「西播第一グループ I.M.」14：30～19：00 於：ホテル日航姫路
19 日（日）
「クラブ管理運営セミナー」14：00～於：神戸ポートピアホテル
20 日（月）
（→18 日（土）「西播第一グループ IM」）
27 日（月）
→30 日（木）「職場例会」10：00～13：00 於：陸上自衛隊日本原駐屯地
12 月
02 日（土）
04 日（月）
11 日（月）
16 日（土）
17 日（日）
18 日（月）
25 日（月）

「職業奉仕セミナー」13：30～於：神戸ポートピアホテル
例会「（予定）ソング練習」ソング委員会 ・12 月度定例理事会 17：00～
例会「未定」
・「上半期を終えてのクラブ・アッセンブリー」16：40～於：ファミリールーム
「（予定）2017-2018 年青少年交換長期来日生第 3 回オリエンテーション クリ
スマスパーティ」
「2018-19 年度補助金管理セミナー」13：30～於：三宮東急 REI ホテル
例会「上半期を終えて」山田 一郎副会長
「クリスマス・上半期入会新会員歓迎忘年例会」18：00～於：姫路商工会議所

■ 11 月はロータリー財団月間です！

沢山の寄付ありがとう

ワン

11 月は「ロータリー財団月間」です。すでに 37 名の方からご寄
付を頂きました。厚く御礼申しあげます。
ロータリー財団寄付は今月いっぱい受け付けておりますので、皆
様の温かいご協力をよろしくお願い申し上げます。
（参考

11 月ロータリーレート

$1＝114 円）
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■ 第 2 回親睦ゴルフコンペ
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