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卯野福弥会長
ロータリーソング「奉仕の理想」
司会 海後宗郷副ＳＡＡ
★出席報告
栩木直行委員長
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★会長挨拶
卯野福弥会長
この冬一番の非常に強い寒気の影響で、 週
末から各地で大雪に見舞われていて、 冷え込み
も強まっています。沖縄・名護市では昨夜、 み
ぞれが降り、 沖縄本島で初めて雪が観測されま
した。
さて、 来週の月曜日は職場訪問ということで
那珂湊中学校を訪問することになっています。
学校給食を経験したり、 新築したばかりの施設
見学や学習参観を予定しています。ところで、

２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるか
どうか

先日テレビを見ていたら給食費を払わない家庭
が増えているので、 給食費未納が３ヶ月以上続
いたら給食をストップして弁当を持ってこらせる
というニュースがありました。未納の親の言い
分はいろいろです。給食を頼んだ覚えがない、
塾にお金がかかっている、 車の修理代がかかる
など到底私たちには理解できない話です。また、
とても理解しがたい事象は他にもたくさんあり
ます。
・ ケーキに髪の毛が入っていたなどと電話で
うそのクレームを繰り返し、 洋菓子店など
から現金や商品を詐取した。
・ スーパーマーケットで店員に土下座させた。
容疑者がレシートの記載内容について説明
を求めた際、 対応した店長と男性店員に対
し「対応が悪い」などと怒鳴り、 謝罪のた
め土下座させた。
・ 指定した時刻に宅配便が配達されないと怒
り、 配達員の男性に、 バリカンで頭を丸刈
りにさせた。
・ ネギ玉牛丼を注文したお客さんが、「ネギ
入れすぎ！ 交換して！」
時代の変化でしょうか。戦後からしばらくは
このようなクレームはなかったように思います。
みんな生きるのに必死だったからでしょうか。

もしかすると、 皆さんの周りにもこのようなモ
ンスタークレーマー（誰が聞いても驚いてしま
う理不尽な要求や文句を平気でするクレーマー
の人たち）が出現しているかもしれません。そ
のような人達が出現してきた要因は、 一体どこ
にあるのでしょうか。考えさせられます。
★幹事報告
遊座文郎幹事
・ 第２分区ＩＭは来る２月11日（木）にホテルク
リスタルパレスで行われます。詳細について
はお手元の「第２分区 ＩＭプログラム」を
ご覧下さい。なお、 当日バスをご利用になる
方は常陽銀行湊支店前に12時15分までにお集
まり下さい。
・ 既にご案内のように、 職業奉仕月間の事業
として２月１日（月）に那珂湊中学校を訪問し
ます。詳細については髙田憲一郎職業奉仕委
員長より後ほど説明があります。
・ 米山奨学会特別寄付金についてですが、 ご
協力のほどよろしくお願い申し上げます。
・ 社会奉仕委員会の事業として、２月22日（月）
に平磯中学校に於いて教育講演会を次の日程
で実施致します。後ほど各会員にはお知らせが
届くと思いますが、一応申し上げておきます。
12：30 ～ 13：00 例会場（常陽銀行湊支店）
にて昼食
13：00 ～ 13：30 平磯中学校へ移動
13：40 ～ 14：30 講演会
・ 次回の理事会は、２月８日（２月15日は振替
休日、２月22日は平磯中で講演会のため）に
実施します。
★委員会報告
職業奉仕委員会
髙田憲一郎委員長
来る２月１日（月）は、那珂湊中学校の職場訪
問を実施致します。現地集合となりますのでよ
ろしくお願いいたします。日程は次のとおりです。
12：40 ～ 13：00 給食（小会議室）
13：00 ～ 13：30 学校概要について
13：30 ～ 14：00 施設見学並びに１年生の
		
学習参観
子供たちが、どのような環境で、どんな給食
を食べているのか、 そしてどのような勉強をし
ているのかよく見てきたいと思います。
ニコニコボックス委員会
栩木直行委員長

磯﨑孝創立60周年記念実行委員長……昨年10
月５日、 皆様方のご尽力により無事記念式
典が成功裡に終わりました。その時の記念
誌を本日皆様にお配りすることが出来まし
た。ありがとうございました。
磯﨑久喜雄会員……個人的なことで恐縮です
が、 役職名が変更となりましたので報告申
し上げます。従来は社会福祉法人新世会名
誉理事長・最高顧問でありましたが、 今回
は会長ということになりました。
★卓
話
「サイパンを旅して」
根本 隆会員

◇ アメリカの自治領
北マリアナ諸島はアメリカ合衆国の自治領グ
アム島を除くマリアナ諸島のことを指しサイパ
ン島・テニアン島・ロタ島を含む全14島で構成さ
れている。
アメリカ合衆国への納税義務はないが、 アメ
リカ大統領選挙への投票権もない。内政は北マ
リアナ連邦政府で、 軍事と外交はアメリカ合衆
国が行っている。
≪正式名称≫
北マリアナ諸島
・首島 サイパン島（470㎢）
・面積 サイパン島、ロタ島、テニアン島など
・人口 約５．
４千人
・言語 英語・チャモロ語・カロリニアン語
日本からのフライト時間は約３時間10分程度。
距離は約2,400km。
時差は１時間…日本時間12時では、 現地時間
は13時となる
気候は典型的な海洋性亜熱帯気候で年間の
平均気温は約27℃という常夏の島。年間で乾季
（12月～６月）
・雨季（７月～ 11月）に分けられる。
雨季にはスコールが多くなるが雨が降り続くと
いうことはない。

素晴らしい紺碧の海を見下ろす高さ約80mの
断崖絶壁。太平洋戦争末期にアメリカ軍に追い
詰められた日本兵や民間人が身を投げた悲劇の
場所でもある。
② ラストコマンドポスト（現地名：バナデロ）

台風は一般的に９月～ 11月が台風シーズンと
言われているが低気圧が発生する赤道付近に位
置するので年間を通して台風が上陸する可能性
がある。
① バンザイクリフ（現地名：プンタン・サバネタ）
悲劇の舞台として有名な断崖絶壁

無数の銃痕が戦闘の激しさを物語っている
標高250mのマッピ山の崖下に残されている日
本最後の司令塔跡。広場には当時使われていた
機関砲や戦車の残骸が置かれている。
③ スーサイドクリフ（現地名：ラデラン・バナデロ）
マッピ山頂にある目もくらむような断崖絶壁
旧名 スーサイドクリフというのは自決の崖
という意味。ここも日本兵や民間人が自決した
り断崖から身を投げた場所。崖下のジャングル
は多くの遺骨が眠っているという。
④ マッピ山

悲劇の舞台になった緑鮮やかな山 標高250m

のサイパン最北部にある山。
山頂には平和祈願と慰霊のために作られた平
和記念公園や展望台などがありバナデロから平
和記念公園までは散歩道が設けれている。

休日には多くのローカルが（島民）が集まる
公園太平洋戦争終結50周年を記念して、 1994年
に作られた公園で島民の憩いの場。
広大な敷地内にはコンサートホールやイベン
ト広場戦没将兵慰霊碑、入場無料のビジターセ
ンターなどがある。
⑥ 砂糖王公園
マリアナ諸島の砂糖産業に貢献して「砂糖王」
と呼ばれた松江春次を讃えて作られた公園内に
は当時サトウキビの運搬に使われた蒸気機関車
も置かれている。

⑤ アメリカンメモリアルパーク

(サイパン周辺図)

清 浄 石（巻頭写真説明）
この石は、
「阿字石」
「箱石」ともよばれ、
上の方には座布団状の形の石がある。ここ
で護摩を焚いたと伝えられているので護摩
壇石とも呼ばれている。

「出席はロータリアンの３大義務の 1 つです」

