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□会長の時間

井福 博文

先週の「四つのテスト」の補足をさせて下さい。
表題が The Four-Way Test と Four と Way がハ
イフンでつながって一つの単語になっています、
また四つのテストでありながら Tests と複数形で
はなく Test と単数表現になっていることに注目
してください。このことは、この四つのテストが
単独で４つ在るのではなく４つのテストがまとま
って一つのテストになっていると解釈したほうが
良いと考えられます。ですから「私は３つは実践
しているから 75 点だ!」とか「僕は２つしか実践
できてないから 50 点だなぁ…」とか言うことは
当てはまらないでしょう。この四つの全てのテス
トに照らしてから行動するという高い理想のもと
に考案されたものだと云えます。このことを理解
し常にこの四つのテストを念頭において、行動し
たいものです。
さて、先週末は金、土、日と鹿児島県十島村、通
称トカラ列島（屋久島と奄美大島間の小島の列島）
の諏訪之瀬島に息子２人を連れて魚釣りに行って
まいりました。昨年は釣れた魚に大物が食いつき、
大格闘の末上がってきたのは 1Kg を優に超す食い
ちぎられた頭の部分だけでした。
そのリベンジを果たそうと、炎天下のなか日に焼
け、汗を掻きながら魚釣りをしてきました。釣果も
そこそこにあり息子たちも満足していたようでし
た。この諏訪之瀬島はとなりの悪石島と同様 7 月
22 日の皆既日食の皆既帯の中心付近に位置し食率
が 100%を越すため約 6 分間の皆既日食が観測でき
ます。

島民 50 人の島に日食当日は 600 人を越すツア
ー客が上陸するそうです。ツアー料金を調べてみ
たら 40～140 万円するそうです。この不景気の中
これだけの料金を払って皆既日食を見るのだろう
かと、私には驚きでしたがそれでも完売だそうで
す。また、すでに報道関係者は島に入りいろいろ
な取材をしていました。我々もインタビューされ
ましたが日食に関係のない、ただの魚釣りだった
ので記事にはならないでしょう。来週の例会は皆
既日食観測例会です、46 年ぶりの感動の体験がで
きるものと思います。次回例会が楽しみですね。

□幹事報告

小坂泰一郎

都城中央ＲＣ……例会変更 7/23（木）→
7/25（土）19:00-l 陸軍墓地
○ 都城市人権啓発協議会……平成２１年度
都城市人権啓発推進協議会全体会開催
及び委員の選出について（依頼）
○ 島津発祥まつり実行委員会…2009 島津発祥
まつりの後援について（お願い）
○ 宮崎日伊協会……設立２０周年記念事業
国際情勢後援会のご案内 ＊配布
7/23（木）18:00-第一宮銀ビル
＊無料
講師：外務省欧州局西欧課 課長 齊籐 純 氏
「イタリアサミットを終えて」
■クラブ報告事項
＊
本日 14:00-監査
事務局
＊
決算理事会 7/16（木）18:30-メインホテル
＊
ロータリー情報委員会
7/22（水）19:00-中山荘
＊
次週
皆既日食例会
7/22（水）10:30
霧の蔵ブルワリー
＊
少年野球開会式
7/20（月）午前 8:15 集合
都城市公設市場ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
○

□出席報告
会員数
出免数
出席数
出席率
前々回修正出席率
前回修正出席率

届出有

５８名
４名
４３＋２名
81.82％
7/1
92.72％
7/8
81.13％
川口 最勝寺 河中 三坂 吉元
中村静 中村七 串間 前野 馬渡

ＭＵ有会員
7/11
直前 G 補佐会議

三坂

7/12 Ｒ財団

山浦

7/12 国際奉仕

中山

7/14 北

なし

ＭＵ無会員
7/1

中村静 最勝寺 前野 福永直

要ＭＵ会員
7/8

川口 最勝寺 脇丸 久保 小俵
吉田 前野 船木 福永直

□ 委員会報告

親睦

鬼束委員長

“納涼例会のご案内”
ご夫人の出席も宜しく
お願い致します！

丸山 照明氏
ホテル中山荘 総支配人

7/20
公設市場にて
開会式がありました

□ＳＡＡ報告
◎ ニコニコ箱
吉田
努…新年度初出席です、門出を祝し
岡崎
誠…義母の葬儀に会費およびクラブから
心遣い頂き、感謝します
小坂泰一郎…丸山さんご入会おめでとうございま
す。頑張ってください
徳重 幸男…丸山 照明さんの入会を祝して
◎ ロータリー財団
吉田
努…ロータリー財団へ
◎ 教育振興基金
棈松 豊治…教育振興基金へ
◎ 竹と風の学校
山浦 栄巳…１年中泳がしてある鯉のぼりがいた
んだと言う事で買っていかれました。
その一部を
◎今後のプログラム 予定
７／２９
納涼例会
８／５
前年度会計報告・少年野球大会報告
＊ 西ロータリー旗少年野球大会閉会式…8/2
８／１２
特別休会①
８／１９
ＩＡ年次大会報告
７／15
計
ﾆｺﾆｺＢＯＸ
13,000
68,000
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ
3,291
9,251
ﾛｰﾀﾘｰ財団
9,800
49,000
米山奨学会
0
33,000
教育振興基金
10,000
43,000
竹と風の学校
9,209
＊雑誌会報インターネット委員会
高辺晃也 前田吉基 馬渡秀光 川口恒吉
前野益孝
ロータリー事務局
制作

□ 本日のプログラム

健康管理……福永
忍
社会奉仕……土持
修
職業奉仕……藤岡 成学
ＩＡ………福永 直人
教育振興基金……永野修一郎
国際奉仕……中山 忠彦
ロータリー財団……山浦 栄巳
米山奨学会……長友 喜信
会
計……棈松 豊治
ＳＡＡ……高橋 五男

各氏

皆既日食・部分日食

会長の時間つづき
以下は産経新聞記事より
今世紀最長の皆既日食が２２日に見られるのを前に、陸上では最良の観測ポイントとなる鹿児島県のト
カラ列島（十島村）に、招かれざる上陸者が続出している。６２０人が７つの島に分かれて暮らす村で
は、皆既日食の前後１週間はツアー客以外の入島自粛を促しているが、３４万２千円からと高額なツア
ーに参加しない“自粛破り”の上陸者が２０人以上現れ、関係者を悩ませている。村では「日食観測者
が大挙、来島すれば村内は大混乱する」と、日食ツアー客の受け入れ業務を大手旅行代理店に委託した
経緯がある。代理店によると１６日現在、諏訪之瀬島（すわのせじま）に１０人程度、悪石島（あくせ
きじま）に６人－など、トカラ列島の有人７島で２０人以上の“自粛破り”上陸者が確認されている。
宝島（たからじま）には一時、７人が上陸したが、自治会などの説得に応じてすでに全員が退去した。
また、中之島（なかのしま）では上陸者が山中に逃げこみ、島の消防団員が捜索に出る騒ぎになったと
いう。村では皆既日食の際、ツアー参加者以外の来島自粛を呼びかけているが、法的に阻止する手段は
ないため、今月に入って自粛を無視して入島する人が出始めた。ツアー代金には水道設備の増設や医
師・看護師の増員などインフラ整備費が含まれており、
“自粛破り”を認めてはツアー参加者との間に
不公平が生じるとあって、各島で代理店や自治会が退去を求めて説得活動を行っている。悪石島では１
６日、前日までの説得が功を奏したのか、６人のうち１人が「次の１８日の村営船で島を出ます」と退
去を申し出た。代理店の現地責任者、土屋信太郎さん（４０）はこの日、海岸沿いにテントを張って居
座る４人の上陸者の説得に向かい、
「島は水不足で、昨日深夜から時間断水が始まった。万が一、あな
た方が倒れたりした場合、島民が搬送などの世話をしなければならない」と島の状況を訴え、退去を促
した。
悪石島への上陸者は車に物資を満載したり、１人で４０リットルの飲料水を持参するなど、いずれも自
給自足態勢を整えていると主張している。奈良市出身の男性（２６）は７月上旬まで続けていた沖縄県
での農業アルバイトを辞め、１２日に悪石島に着いた。
「事前に村役場に問い合わせたが、入島自体は
構わないと言われた。３０万円以上もする料金は払えないが、ツアー客しか入れないなんておかしな話
だ」と訴え、
「十分な食料は用意しており、島民に迷惑はかけないようにする」と話す。土屋さんは「上
陸できない法的根拠はないからと理論武装し、他人の迷惑を考えず自分の権利だけ主張する人を説得す
るのは難しい」とため息をつく。ツアー観測者のためにテントを設営したり道路脇の所木を伐採したり
と、タダでさえなにかと多忙な島の住民の悩みのタネは、天体ショーが終わるまで続くのかもしれない。

