
第 1750 回例会 

11 月 12日 №18 

 

●姉妹クラブ 

 龍仁ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 3600 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

 インターアクトクラブ 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

     

電気通信大学 

私はロータリーとも関わりがあり、2004年に 

青少年交換留学生として、娘がブラジルに 1年 

間留学させて頂きました。そして、翌年にブラ 

ジルから来日した交換留学生 Caio君のホスト 

ファミリーを 3か月間お引き受けしました。 

 その年に南極観測隊に内定し、2005年 11月 

～2007 年 3月までの約 1年 4カ月間、第 47次 

南極地域観測隊の電離層定常観測隊員として、 

南極で越冬しました。 

では本日はプロジェクターを使って、お話し 

させて頂きます。 （以下、映像資料より抜粋） 

○なぜ南極へ？ 

・何かに挑戦したかった！ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       南極で使われた越冬隊員の 

        防寒靴・手袋など 

 

 
 
安藤 嘉章（第 47 次南極越冬隊員） 

・南極観測に係る各研究機関の独立行政法人化 

 に伴い、観測隊員を一般公募。 

→自分は公募条件を満たしている 

→チャンス！日本初！ 

○南極観測隊員になるには 

＜必要な能力・資格＞（公募要領） 

①観測内容を理解し、意欲を持って観測業務を 

 遂行できること。 

②電子機器やコンピューターに関する知識と経 

 験を有すること。 

③理学・工学実験、観測の実務経験を有すること 

＜年齢＞ 

 原則として概ね 50歳まで。 

 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 瀬戸 裕昭  幹 事 豊岡 淳 

 



 

 
＜その他条件＞ 

 南極は極寒・強風、文明国からの隔離など厳し 
い環境であり、特に越冬隊員においては 1 年以上 
の間、このような環境下に置かれるため、専門的 
知識を持っていることはもとより、心身ともに健 
康で協調性があり、国家事業に従事する観測隊員 
としての誇りが持てることが条件となります。 
○電気通信大学と南極 

・アンテナ設置・引き倒し（宙空部門） 
・電波を用いた南極からの地球、宇宙環境の監視 
 と予測プロジェクト 
・第 55 次（2014～15 年） 

VLF（超低周波）受信強度測定（昭和基地） 
    ・第 56 次（2015～16 年） 
     開発機器の設置・連続観測の開始（昭和基地） 
    ○南極に行ってみよう 

    ＜南極について＞ 

    ・相模原から約 14,000 ㎞ 
    ・時差はマイナス 6 時間 
    ・日本の面積の約 36 倍 
    ＜昭和基地＞ 

昭和基地は東オングル島にある。直径約 4 ㎞。 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○研究観測 

＜南極での電離圏（層）観測＞ 

電離層とは皆さんが住んでいる空の上の 80 ㎞ 
 くらいから上にあります。空気の一部が太陽の 
 紫外線などにより、電離（イオン化）したとこ 
 ろです。この辺りは層になっており、電波（短 
 波）を反射したりします。電離した層なので、 
電離層とも呼ばれます。 

＜南極での仕事・観測＞ 

・電離層（電波観測） 
・気象（オゾン） 
・宙空（オーロラ） 
・気水圏（CO2、エアロゾル） 
・地学（岩石、地形、海底） 
・極域衛星 
○オゾンホール 

・上空にあるオゾンをギュッと圧縮すると 約 3 ㎜ 
・地球のオゾン層ができるまで 約 20 億年 
・オゾン層を壊すまで     約 20 年 
＜紫外線の影響（有害紫外線）＞ 

・皮膚ガン、目の病気、病気が治りにくい、植物 
 成長しない 
○南極に行って思ったこと 

＜苦労（困る事）＞ 

①欲しい物が手に入らない。 

 （あ！忘れ物をしたでは、済まされない） 

②半年経つと、新鮮なフルーツや生野菜が食べら 

 れない。 

③野外でのトイレ（特にブリザードの時） 

④七並べに負ける→いろいろな当番になる。 

＜苦労（辛い事）＞ 

①家族や友人と 1年半近く離れる。 

②夏作業で、肉体労働が続いた。 

③寒さ（マイナス 30℃～50℃） 

＜うれしい事＞ 

①南極の自然を体感できる。（オーロラ、氷山、 

海氷、ペンギン、広い空、澄んだ空気） 

②いろいろな事（仕事、趣味、スポーツ）が覚え 

 られる。 

③日本社会から離れられた（通勤地獄、事件等） 

④毎日の食事→とっても美味しいです。 

⑤高度な技能を持つ仲間に会えた。 

 



 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 
●松岡 忠義君（相模原ＲＣ） 
 お世話になります。 
●李 爽君（相模原グリーンＲＣ） 
①私にとって、最も近い例会場です。これからも 
 良くメイクさせて頂きたいです。宜しくお願い 
 します。 
②次回の例会昼食は要望に応えて、「フカヒレ・ 
 アワビラーメン」をご用意したいです。いかが 
 でしょうか？ 
●瀬戸会長、豊岡幹事 
①今日はずいぶんと冷え込んできましたね。 
②ゲスト卓話でお越しの安藤様、宜しくお願い致 
 します。 
②先日 10 日（日）のシルバータウンでの奉仕活 
 動に参加の皆様、ありがとうございました。 
●阿部 毅会員 
①本日の卓話、電通大学の安藤先生、宜しくお願 
 い致します。ご多用の中、お越し頂き、ありが 
 とうございます。 
②職業スピーチ、佐々木会員よろしく。 
③これから所用で田舎に帰ります。航空便の都合 
 で早退させて頂きます。 
●金沢 邦光会員 
 先日の母の葬儀では、大変お世話になりました。 
 お陰様で、滞りなく終えることができました。 
 有難うございました。 

    ●江成 利夫会員 
①雨が降るごとに、寒くなりますね。 
②ショートスピーチの佐々木会員、宜しくお願い 
 します。 
●豊岡 淳会員 

     先日、菊地さんからゴルフ用具一式、戴きまし 
     た。さて、私はこれからどうすれば良いのでし 
     ょうか・・？ 
    ●櫻内 康裕会員 

①卓話の安藤先生、楽しみにしています。宜しく 
     お願いします。 

②ショートスピーチの佐々木会員、よろしくお願 
     いします。 
 

 
 
 
●小野 孝会員、田所 毅会員、田後 隆二会員 
①安藤様、卓話よろしくお願い致します。 
②佐々木敏尚さん、スピーチ楽しみです。 
●最住 悦子会員 
 卓話の安藤様、ショートスピーチの佐々木さん、 
 お話し楽しみにしています。 
●伊倉 正光会員 
①安藤様、本日の卓話ご苦労様です。 
②佐々木さん、ショートスピーチ楽しみにしてい 
ます。 

③申し訳ありませんが、所要のため、早退させて 
 頂きます。 
     本日のスマイル額 １７，０００円 
     今年度の累計額 ３８７，１００円 
 
＜理事会報告＞ 

①会長幹事会議題・市民桜まつりキャンペーン 

参加の件。 

  第５グループ合同奉仕事業にて「エンド・ポ 

  リ オ・ナウ」の実施。 

日時：平成 26年 4月 5日（土）13時～ 

    平成 26年 4月 6日（日）10時～ 

内容：ブースを借りて、ポスター展示や募金 

活動など（各クラブより会員参加） 

  協賛予算：各クラブ 1万円程度（予定） 

上記事業への参加を承認する。 

②年末家族例会（移動例会）の件。 

  日時：12月 24日（火）→21日（土） 

     18：30点鐘 18：50頃～パーティー 

  場所：小田急センチュリーホテル相模大野 

  会費：会員 1万円、家族 1人 3千円（中学生 

     以上、小学生以下は無料） 

③奉仕活動「シルバータウン」参加メイクの件。 

 11/10日、17日出席者はメイク扱い承認。 

④指名委員会より、次年度理事役員候補者名簿 

  提出の件。 

 11/19日に指名委員会開催、26日に理事会提 

  出予定とする。 

⑤フィリピン災害への援助活動の件。 

  次週例会にて募金の呼び掛けをする。 

 



  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    「地区大会の報告」     （11 月 5 日例会分） 

先日行われた地区大会では 10/26・27 日の 2 日 
間参加して参りました。初日は台風の影響がどう 
なるか心配しましたが、幸いにも直撃は避けられ、 
小雨程度で済み、2 日目は台風一過の如く、爽や 
かな快晴で大会にふさわしい天気となりました。 

今大会は、第 2830 地区パストガバナー 島村 
吉三久)RI 会長代理(五所川原中央RC)をお迎えし 
ての開式でした。非常にソフトな口調でのご挨拶 
を拝聴し、私なりに印象を受けたのが、ロン.D. 
バートン RI 会長の「ロータリーを実践し みん 
なに豊かな人生を」を更に日本風にアレンジした 
「最も奉仕する者は 最も良く報われる」でした。

「ロータリー活動は最良の人生を享受する。でき

る。」と申され、まだまだ迷走している私にとっ

ては少し癒された感じがしました。 
地区指導者セミナーでは、2014-16 年度 RI 理 

事の杉谷卓紀氏の基調講演を拝聴しました。パス 
トガバナーですが、2 年連続で務められたそうで、 
その時の辛かったエピソードや、理解者や協力者 
に対しての思い、そして自身への信念の構築等を 
熱く語られ、いかに今の自分が恵まれているかを 
感じさせられました。 

私の場合、絵で例えるなら、下絵の上からなぞ 
っているだけで、デッサンすら出来ていない… 
（まだまだだな～）と、まさに身に摘まされる思 
いをしました。大会 1 日目は、かなり良い意味で 
のショックを受けて来ました。 

晩餐会では楽しいひと時を過ごさせてもらい、 
阿川泰子ミニリサイタルの後、1 日目が終了とな 
りました。 

 

 
 
また、2012-13 年度表彰「出席率優秀クラブ」 

で、第 1 位を頂きましたことをご報告致します。 
 
「地区大会の報告ほか」   （11 月 12 日例会分） 

 先週は無事、ガバナー訪問を終え、ホッとした 
気分になりたいところですが、次々とプログラム 
があり、手短に報告させて頂きます。 
 地区大会(2 日目)ですが、例年通りで紹介や挨 
拶が多かったような気がしました。基調講演の開 
始時刻には、だいぶ空席が目立っていました。 
講演内容は、「日本とミクロネシア連邦の関係」 

として、ジョン･フリッツ氏（駐日ミクロネシア 
特命全権大使）が話され、私的には日本への感謝 
の気持ちが感じられる心地良いスピーチでした。 
 その後、ガバナーエレクト・ガバナーノミニ 
ーの紹介や挨拶があり、ガバナーから参加お礼の 
挨拶、閉会の辞となり点鐘で、定刻通り終了しま 
した。会長、幹事、神田会員と早川会員が大懇親 
会まで参加して長い一日が終了しました。本当に 
ご苦労様でした。 
 尚、11/5 のガバナー公式訪問についてですが、 
例会前の打合せでも、特に問題提起はありません 
でしたが、増強に関しては指摘を受けました。 
一時は会員数 80 名を越えていたと言われ、活 

動状況等を確認され、最後に「頑張って下さい」 
と激励されました。 
 話は変わって、11/10 日に「シルバータウン相 
模原」での奉仕活動を行って来ました。結構、大 
変と言えば大変でしたが、アッという間に活動が 
終った感じでした。承知はしていましたが、とに 
かく参加数が多かった為、唖然しました。詳細は 
次回 11/17 日の活動が終了してからご報告します。 
ただ、次回はもっと積極的に参加者に声を掛け、 

ロータリアンが参加できればと思います。 
 最後に、今月はＲ財団月間です。寄付のお願い 
で、先月の米山月間寄付が大変伸び悩んでおり、 
米山はもう少し期間を延長させて頂き、お願いし 
たいと思います。 
Ｒ財団寄付の方は、来年早々に寄付を集めたく 

ご理解を頂きたいと思います。皆様、委員長、宜 
しくお願いします。 

（紙面上、一部要約にて掲載） 
 



   

 

    ＜職業ショートスピーチ＞ 

   さ佐々木 敏尚 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

     スピーチ時間が 3分程ですので、私の弁護士事 

務所のホームページ資料を、一部コピーして持参 

しましたので、ご参考頂ければと思います。 

 弁護士になって 11 年目で、2010年 4月に独立 

して、橋本駅前に「けやき綜合法律事務所」を開 

業しました。 

 専門は特にありません。資料 2枚目に現在扱っ 

ている業務を記載してありますが、さまざまな内 

容を取り扱っています。 

民事では交通事故、悪質サイトの被害、マンシ 

ョン管理組合の管理費請求など。家事では離婚、 

相続、後見人など。刑事では現在、器物破損・告 

訴を担当しています。 

 債務では自己破産、任意整理、破産管財人など 

です。尚、以前は自己破産の申請が多かったので 

すが、ここ最近は減少しています。（概要にて掲載） 

  

報告事項 

１．第 2780 地区ガバナー事務所より 特になし 

※セラピー犬奉仕事業「特別養護老人ホームシル 

バータウン」訪問の出欠表を回覧しております 

ので、ご記入をお願い致します。 

11月 17日（日）第 1部 14:00 第 2部 15:00 

場所は回覧地図でご確認下さい。（駐車場可）  

    

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

相模原商工会館３Ｆ 

TEL 042-758-5750 FAX 042-758-1605 

●例会場 中国料理「敦煌酒楼」 

〒２５２－０２３1 相模原市中央区相模原 3-8-22 

TEL 042-750-5188 FAX 042-756-6559 

●E-mail: rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

該当者ありません 

 

例会プログラム 

１１月１９日卓話 伊倉 正光会員 

   ２６日ゲスト卓話「財団月間にあたり」 

       財団学友 森重 さとりさん 

１２月 ３日年次総会 

      「次年度理事役員の発表と承認」 

       担当：甲斐指名委員長、会長 

      定例理事役員会 

   １０日卓話 松尾 秋夫会員 

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  「敦煌酒楼」 

司  会   丸子 勝基ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー 最住 悦子会員 

 ゲ ス ト   安藤 嘉章氏 

          電気通信大学（南極越冬隊員） 

 ビジター    松岡 忠義君（相模原ＲＣ） 

         李 爽君（相グリーンＲＣ） 

  

出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 12:30～13:30 

●編 集（親睦活動委員会）  

委員長   菊地 啓之 

副委員長  竹田  繁 

委 員  中里和男、佐々木裕、老沼秀夫、阿部 毅 

西島 満、最住悦子、田後隆二 

  http://www2.tbb.t-com.ne.jp/rotary/ 

会 員 出席（出席対象 20名） 事前メイク者 

２９名 ２４名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

２名 ９２．３１％ １００％ 

mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp
http://www.sagamiharanaka-rc.jp/

