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うです。 日本の領海を含めた排他的経済水域 EEZ
～ それでこそロータリー ～
は世界第６位の広さで約４４７万平方キロメート
ル、日本は大海洋国家だそうで、その海底にはレア
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メタルなどの金属鉱物資源、メタンハイドレートな
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どが多く存在することが次第に明らかになり、日本
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の周りの海は宝の海だそうです。海洋資源調査船
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「白嶺」
、三次元物理探査船「資源」等を使用し、
（水
深２，０００ｍの海底まで可能、そこから 400ｍま
ゲスト紹介
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で堀り進めることが可能）調査を行っているそうで
す。静岡県沖から和歌山県沖に広がる「東部南海ト
ラフ」には、国内消費量の十数年分が存在し、日本
□会長の時間
小俵
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近海全体では約100 年分が存在しているとみられて
いるそうです。水深 500 ㍍より深い海底の地層にあ
ロータリアンの皆さん
こんにちは
先週は、健康管理、木佐貫直前会長の健康体操につ るメタンハイドレートを掘削し、実際の回収率や採
いての卓話、ありがとうございました。 最近と言 算性も調べた上で、18 年度の商業化を目指している
っても、一年半になりますが、煙草を止めて（休憩）
、 そうです。現在、独立行政法人石油天然ガス・金属
お腹周りの体脂肪が増え（単に腹が出てきた）
、ベ 鉱物資源機構が地球深部探査船「ちきゅう」を使っ
ルトが短くなり、日頃の運動不足と足腰の弱さを感 て、水深約 1000 ㍍の海底から 260 ㍍以上掘り 4 本
じる様になりました。 これではいけないと先日 の井戸を設置予定で、掘削と算出試験を合わせた費
30 分程犬を引いて、近くを歩いてみました。する 用は約 170 億円の見込みだそうです。 また、日本
と、かえって足が痛くなり一日で止めました。歩く は海に囲まれた島国です、北海油田の調査や愛知県
前や運動、ゴルフ等される前は、充分体を解し（ス 沖でもメタンハイドレートの産出に向けた海底掘
トレッチ）てから、行いましょう。なんて、人に言 削が始まっているそうです、石油、ガス等、海外の
えることじゃありませんが、年甲斐も無くそう感じ 他国からの輸入に依存している日本にとって、新た
な自前の資源を確保出来れば、国際情勢に左右され
た次第でした。
話は変りますが、メタンハイドレートをご存知で ない強固で意義あるものになり、将来は海に関する
しょうか、まだ、聞きなれない言葉ですが、次世代 ことも日本が世界一になると確信し、期待もしてい
エネルギー資源として有望視されている海底資源 るところです。
＜今日の独り言＞
です。 天然ガスの主成分メタンが、低温高圧の環
境で水と結びついた結晶のことで、火を近づけると
燃え水だけが残る「燃える氷」と呼ばれている物質
「希望はつねに出発であり
のことだそうです。
（燃やしても二酸化炭素や大気
永遠の始まりである」
汚染物質が比較的すくない「クリーンエネルギー」
の一角を担えるとも言われているそうです。 経済
産業省が計画発表の 2001 年以降に本格化、これま
会長の時間でした。
「報恩の実践」 感謝
で、陸上での産出試験は成功しているそうで、海底
でも安定的に採掘、生産できるか調査が始まったそ
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□幹事報告
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□委員会報告

○ 都城ＲＣ… 例会時間変更
平成 24 年５月１１日（金）6:30～7:30
早朝例会
＊狛犬清掃のため

ありませんでした。

○ 都城北ＲＣ… 特別休会
平成 24 年５月１日（火）
○ 日南ＲＣ…特別休会 平成 24 年５月２日（水）
○ ガバナー事務所……
＊５月レート ８２円 （現行 ８２円）
○ 山下ガバナーエレクト事務所…
＊地区役員 承認のお願い
地区職業奉仕委員会 委員
長友 喜信会員
地区 IA 小委員会 委員
小坂泰一郎会員
○ 都城市教育委員会…都城市人権啓発推進協議会
委員就任のお願い

□クラブ報告事項
○ 4/27（金）５月定例理事会
○ 来週 5/2（水）特別休会

中山荘 18:30～

■地区関連 その他
○ 4/27（火）18:00～ 地区大会記録誌・
部門別写真選考会
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別紙に掲載しております！！

□ＳAA 報告

丸山 照明

◎ニコニコ箱◎
鳥集 寿一･･･せめてもの出席率の向上を
祈って！！
船木 修一･･･全国ソフトボール大会、１・２回
戦勝ちました。次の日は雨、２回
戦０点に押さえました。
◎米山記念奨学会◎
平川 靖三･･･米山記念奨学会へ
◎教育振興基金◎
萩原 和洋･･･教育振興基金へ
吉原 信幸･･･本日の中村七郎教育振興副委員
長より、卓話の中にありました
寄付の件、よろしくお願いしま
す。中村七郎副委員長ありがと
うございました。
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日本のロータリークラブは二つの寄付があります。一つは
ロータリー財団に年一人１００ドルの寄付を致します。国際
ロータリーの運営資金になっています。各ロータリークラブ
で月一回百万ドルの食事を致しますが、通常の料理金額より
低めに料金を設定し、その差額をプールしておき年一回まと
めてロータリー財団に寄贈されています。又国際ロータリー
ではポリオ（小児マヒ）撲滅に数十年来取り組んでいますが、
この運動にかなりの金額が計上されています。昨年ポリオ発生の件数がかなり減少いたしましたが、新
聞発表に拠りますと印度では初めてポリオ発生が零だったそうです。
二つ目の寄付は米山奨学です。米山奨学は東南アジア地域の人々に多く利用されています。わが国と
東南アジアを結ぶ架け橋の役割も持っています。
いま述べました二つの寄付以外に都城のロータリーでは、教育振興基金を独自のシステムとし持って
います。都城４ロータリークラブで年１２０万円（一クラブ３０万円）を負担しています。これは会員
の会費のなかから集められています。西ロータリークラブは約５０名ですから一人頭、年約６千円を会
費のなかから自動的に寄付していることになります。現在市内の８高の高校生を対象にしています。２
年生から３年生の二ヵ年月額８千円を支給しています。年間９万６千円、二ヵ年で１９万２千円になり
ます。支給対象者は２２名年約２１０万円が支給されています。４クラブで１２０万円ですから９０万
円くらい不足している計算になります。従いまして会員の皆さまにクラブ負担とは別途善意の寄付をお
願いしています。これも教育振興基金に廻っている訳です。現在約１億円の教育振興基金がプールされ
ています。
以前は積立資金の利息で学生の奨学金がある程度まかなえていましたが、低金利のため利息運用が困
難になりました。金額につきましては概ね５千円以上を目標にしてお願いしています。
私見になりますが、一億円の積み立て資金を２００万円で割ると５０年になります。つまり会員から協
力金を徴収しなくても５０年間まかなえる金額だということです。このままただ漫然と積み立てたまま
で良いのか、何らかの効率的な運営が出来ないものかと考えます。

さて硬い話はこのくらいにしておきます。
今日の卓話はロータリー情報ですから、情報について話したいと思います。
「情報」――「インフォメーション」又、
「インテリジェンス」が英語です。
空港や駅の案内カウンターにインフォメーションと表記してある光景はよく見受けます。つまり情報を
教えてくれる場所なのです。
外国の政府は必ず情報部があるそうです。WO セブンの英国情報部や旧ソ連の
KGB などその代表的なものは皆様ご承知の通りです。
わが国では公安局がそれに当たる存在なのでしょうが、外国のそれに比較すること自体、力の無いも
のだと言われています。
情報の価値をわが国で最初に大きく取り上げたのは、織田信長だったのではないのかと或る歴史家が言
っています。ご承知の如く、今川義元を桶狭間の合戦で破り天下統一に踏み出しました。この時「今川
殿が昼食のため田楽狭間で休息中」と連絡したのが「沓掛城主」の梁田政綱という小領主で奇襲を進言
しています。
的確な情報（状況）を主人に与え且つ戦術を進言した訳です。
戦後、論功行賞が行われました。この時家来たちが不思議に思っています。
今までの戦では敵将、今川義元の首を取った毛利新助が一番の手柄を挙げたものとして、大きな行賞が
与えられるものが当然だった時代でした。しかし新助にはわずかな加増しか与えられませんでした。そ
れには信長なりの論理があったのです。
「当然敵将の首を獲れる状況にまでもっていったのは自分であり、新助はその結果、運よく義元の首
級を挙げたに過ぎない」との考えなのです。一番の手柄は「今川殿、桶狭間にて休息中」の的確な情報
をもたらした梁田政綱で、一躍３千貫の大禄を与えたのです。古来梁田のような場合は武功として記録
さえされることなく、評価も受けなかったのです。
これほどの論功行賞を「情報」に対し与えたのは日本史上織田信長が初めてであったそうです。
情報のついでにもうひとつ。
ご存知の通り仏教は印度で興りお釈迦様が始められました。もともと仏教には死んだら何もない。全て
は空に帰する、つまり零になると言う思想ですが、この数字の零を考案したのはインド人だそうです。
三蔵法師が印度から中国に仏教を持ち帰ったのが「楊貴妃」で有名な唐の時代で、その後日本に伝来い
たします。この印度から持ち帰った「零」を翻訳したら「空」とか｢無｣という言葉になったのだそうで
す。
「南無阿弥陀仏」浄土教のお経で必ず唱えられる言葉です。阿弥陀如来さんという絶対者を設けて
他力で本人がイヤだと言っても必ず救済される。
話が長くなりましたが面白い話です。印度の原始仏教の世界では、アミータという葬式専門の仏さん
がいたことはいたのだそうです。
「阿弥陀仏」
「アミータ」なにか言葉が似ていますね。

