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4/29 ローターアクト春一番クリーン作戦へ
韮澤喜一郎君 佐藤秀夫君 吉井正孝君
田中悌司君・秀幸さん
5/10 米山奨学生オリエンテーション
並びに歓迎会（新潟）へ
星野健司君 佐藤秀夫君 吉井正孝君
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こんにちは・・・。坂本会長が留守の為、代わって
ご挨拶申し上げます。
先日の夏を思わせる暑さとうってかわって、ここ一
両日は、暖房が欲しいような天候となっています。
皆様お風邪など召さぬようお気をつけ下さい。
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先週土曜日、新潟で米山奨学生を迎えるカウンセラ
ーの為のオリエンテーションが開かれ、出席して参り
ました。突然ですが、ここで皆さんに質問です。
「コートジボワール共和国」という国をご存知でしょ
うか・・・？
アフリカ大陸の西側で、昔はフランス領「象牙海岸」
と呼ばれていた国です。1960 年 8 月にフランスから独
立。人口は約 1,700 万人。国の面積は日本のほぼ 90％
程。比べて人口密度は、54 人／ｋ㎡。公用語はフラン
ス語。名目 GDP は 175 億ドルで世界第 90 位。国民総
所得は一人当たり 650 ドルと、決して豊かとは言えな
い国。それでも、
「西アフリカの優等生」と言われてい
るそうです。主要産品のカカオは世界一の輸出国。
他に、コーヒー、天然ゴム、木材等の農産物。石油や
ダイヤモンド等の鉱業品で、貿易では、毎年 10 億ドル
の黒字を記録しているとの事。ただ、他のアフリカ諸
国同様に、膨大な対外債務が、国家財政を圧迫してい
るとの事です。
この国の様子をここまで調べるだけでも大変な作業
でした。
書店で旅行ガイドブックを見ても、ケニヤや南アフリ
カについては載っていても、この国についての情報は
殆ど無し。インターネットでも、限られた情報のみで
むしろ、ネット側が「情報を求めている」始末。果て
は、大使館まで資料を請求しましたが、結果、送られ
てきたのは、礼状とフランス語で書かれた数ページの
パンフとこの国についての情報の再入手先のみ・・。
それでも色々調べて行くうちに、この国の様子が次第
に判ってきました。世界の檜舞台で、日本企業が活躍

する時代でにあっても、ここで活躍する邦人企業は僅か 2～3
社。来日しているこの国の人々は全国で 100 人足らず・・・、
という点からも、この国についての情報不足の訳が、ようやく
後になって判ってきました。
5 月 10 日。この未知の国からやってきて、これから 2 年間
付合う事となる彼と「お見合い」をしました。
彼は 26 歳。名前は、タキ，コフィ・アルフォンソ君。長岡技
科大でバイオ工学を学ぶ大学院修士課程の一年生。
6 年前、母国の大学在学中に、厳しい国費留学生試験に合格
して来日。大阪で 1 年間、日本語学校で語学を学び、その後、
2 年間、東京のバイオ専門校で勉強。2006 年 4 月から、長岡
技科大で勉強している青年です。ところが、2 年前から国の奨学金が打ち切りとなり、以後は、長岡のベル
ナールの調理場で、
「皿洗い」のバイトをしながら、学費や生活費を稼いできたとの事。技科大での授業も次
第に専門化すると同時に、バイトの時間も限られるようになった為、RC の米山奨学に助けを求めた・・と
いう話を、指導官の森川教授から伺いました。
先生が彼を、タキ君、タキ君と呼んでおられた事から、この時点で三条での呼び方は「タキ君」に決めまし
た。同時に、しっかりとした考えを持った「いいヤツ」ですよ！と褒めておられ、長期間に亘ったバイト先
の長岡ベルナールの担当者からも、
「地味な仕事を最後までキチンとやってくれた」と喜んでもらったとの事。
オリエンテーション会場で初めて隣同士の席に着いた折、過日、私が大学の彼の研究室に差し入れた「凧
サブレー」のお礼から、彼との会話が始まりました。
「これでお金の心配をせずに勉強に打ち込める」と、米
山奨学生になれた事が、本当に嬉しかった様子を、静かな口調ながら一生懸命語ってくれました。
この国には今でも、武装した幾つもの部族が存在しており、数年に一回、その対立から、内戦やクーデタ
ーが起き、しばしば渡航禁止地域に指定され、貿易を始め、これに関する人々の往来を妨げ、国の発展を阻
害する大きな要因になっている。一次産品中心の産業しか育たないのはこれが原因。現在進められている各
部族の「武装解除」が、国の隅々にまで浸透し、安定した平和な国家を築けるか否かが、この国の将来を決
めると熱心に語ってくれました。私の国に戻ったら、日本で学んだ知識で、豊かな自然の恵みを利用した新
しい技術を使って、今は貧しいあの国を、もっと豊かな国に変えてゆく為の「礎」になりたい・・・と語る
彼の目は、希望に満ち溢れていました。加えて、来日して 6 年目。たまに電話連絡はとっているものの、家
族に会えない寂しさもチラリ覗かせていました。
この 6 月から月一回の 2 年間、彼はわが南クラブの米山奨学生として例会に出席します。
私は、彼のカウンセラーとして何が出来るか・・・は、今段階まったく不明。ただ彼が、尊敬する国、この
日本で、ただ勉学だけに励むのではなく、日本の生活や習慣から、いい面と、心優しい多くの日本人との心
の交流も、国へのお土産として持ち帰って貰えれば・・・と願っています。南クラブの会員各位にも、是非
ご協力をお願い致します。例会場でも、
「月替わり」で座席を廻らせたいと考えています。とにかく彼に話か
けてやってください。地区の米山委員会出向の佐藤秀夫、星野健司両会員にも、これからお世話になる事と
思います。その節は宜しくお願い致します。
5 月 10 日、オリエンテーションが無事終わり、帰宅した私は、労いの気持ちにエールを添えて、彼に聞い
たばかりのアドレスに「初メール」をうちました。
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●三条ローターアクトクラブより 「春一番クリーン作戦」参加協力お礼
●馬塲ガバナーエレクト事務所より 「2008～09 年度インターアクト年次大会」開催のご案内
大会期日
2008 年 7 月 26 日（土）～27 日（日）
会 場
上越市 浦川原地区公民館
大会テーマ
「ふるさとを元気にするために、行動しよう」
’０８．５月号
雑誌委員会
横組み
■Ｐ14-19 アメリカ疾病対策センター所長、ガーバーディング博士に聞く
危機的な健康に関する問題と、アメリカ疾病対策センターとロータリーとのパートナーシップ、ポリオの闘
いについて、博士の指導下における現状について語られております。

■Ｐ26-28 新樹の声 私のチャレンジ 今月のテーマは「ロータリーでどんな活動をして行きたいのか」
入会 3 年未満、7 人のロータリーアンの体験談。
1. Ｙｅｓ Ｍａｎを胸に
2. まずは「5 年皆出席」に挑戦
3. 魅力ある建設産業を学生に知らせる
4. 初めての国際大会に参加して
5. まずは出席ありき
6. 一声運動に挑戦
7. うらやましがられるロータリーへ
縦組み
■Ｐ12-13 卓話の泉 「生活習慣病の新知識」
生活習慣病などの発症は成人してからではなく、その素因は胎児期･乳幼児期に作られている「成人病胎
児期発症説」と言う学説が紹介されています。
1. 妊娠初期に低栄養であった母親からの出世児は生活習慣病になりやすい。
2. 出生時低栄養の母から生まれた子が、低栄養で育つと、生活習慣病症の危険性が少なく、逆に高栄
養で育つと生活習慣病になりやすい。
3. 妊娠中､母が低栄養でも、生後その子が十分な葉酸を摂取すれば生活習慣病の危険性は低い。
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いよいよ地区協です。皆様ご苦労様です。
先週の土曜日、米山カウンセラーと奨学生のオリエンテーションに出席してきました。
当クラブの佐藤秀夫会員、星野会員も大活躍でした。奨学生を宜しくお願い致します。
先日の韓国旅行、楽しい旅有難うございました。坂本会長、草野委員長を始め、メンバー
船久保君
の皆様には大変お世話になりました。
2008－09年度地区協議会も残すところあと5日にせまりました。本日は最後の打合せとな
野崎君
ります。宜しくお願い致します。
鈴木（圀）君 5月17日の地区協の成功を祈ってボックスに協力。
5月より家業を息子にバトンタッチしました。
坪井君
「これからは 丸もうけぞよ 沙婆遊び」（一茶）
連休中の一句です。 「雲映し 田植えひろがる 水鏡」
熊倉君
先日の国際研修旅行では、草野委員長始めご参加の皆様に大変お世話になりました。
安達君
有難うございました。
田中（悌）君 楽しい韓国旅行有難うございました。
連休はクラブの旅行を楽しみ、会長始め国際奉仕委員長、参加の皆様に大変お世話にな
西巻君
りました。お礼申し上げます。旅行の写真有難うございました。
大渓君、滝口君、銅冶君、渡辺（光）君
ＢＯＸに協力致します。
久々のニコニコボックス担当です。ご協力有難いました。
谷君
吉井君

「地区協議会準備打合せ」
韮澤地区幹事、野崎地区協議会実行委員長
田代、星野、佐々木副実行委員長
より説明
○前日（5 月 16 日）の設営準備のお願い・役割担当
○当日の集合時間、服装の確認
○当日の役割担当
○セッション会場の確認及びセッションにおける役割担当
他、細部にわたっての注意事項等説明

