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例会日 火曜日 １２：３０ ～ １３：３０  理事会１１：３０ ～ 

会 場 山下工務店 大袋ＧＬ ２階 
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創 立 １９９０年５月２２日  ◆ 会報作成 公共イメージ部門 

第 １４８９ 回 例 会 会 報 

・例会月日  ２０２２年１０月１１日（火） ・点鐘時間  １２時３０分 

・例 会 場  山下工務店 大袋ＧＬ ２階      

・斉   唱   「奉仕の理想」 

・司 会 者   秋元志津子出席会場委員長 ・発行年月日２０２２年１０月１７日 
 
【 会長挨拶 】             坪 井  明 会長 

今日は、この時期の話題 
「ノーベル賞」の話をさせて頂きます。 
スウエーデンの実業家アルフレッド・ 
ノーベルの遺言により１９０１年 
（明治 34年）から始まった賞です。 

彼はダイナマイトの開発により巨万の富を得ました。 
自分の発明品が戦争に使われた「罪」から逃れる為に 
ノーベル賞を設立した、と言われています。しかし 
それはどうやら真実では無いようです。 
実際は、ダイナマイトが戦争目的で使用される事は 
想定内であり、むしろダイナマイトの大きな破壊力が 
戦争抑止になる事を期待していたとの事です。 
現代で云うところの「核の抑止力」に近いものだと 
思います。 
１８８８年ノーベルの兄が死んだ時、フランス新聞が 
誤ってノーベルの死亡記事として、「死の商人死す」 
との見出しで大きく報道しました。  
この報道に対して、ノーベルはダイナマイトが戦争 
抑止力として機能していない事に強い衝撃を受けま 
した。その後１８９６年（明治 29年）６３歳で 
ノーベルは死去しますが、約１年前から遺言書を作り 
自分の財産を「前年に人類の為に最大たる貢献した人 
に分配する」と残して、ノーベル賞設立となりました。 

ノーベル賞は  ① 生理学・医学賞   ② 物理学賞  
③ 化学賞 ④ 文学賞  ⑤ 平和賞  
⑥ 経済学賞 と６部門あります。 

＊５分野＋１分野と呼ばれ、経済学賞はノーベルの 

死後７０年後に設立されたものでノーベル財団 
では「ノーベル賞ではない」としています。 

この選考機関は幾つかに分かれて、ノルウェー・ 

ノーベル委員会やスウェーデン科学アカデミーなど
です。昔はノルウェーとスウェーデンは同君連合 
（ 同族国家に近い連合国 ）だった為、両国の機関が 
選考します。 
選考の詳細は受賞発表後の５０年間は秘密にされ、 
発表時に実際に生存している事が条件です。 
受賞理由が同じ様な場合は、一度に３名まで同時受賞 
となり、その貢献度に応じて賞金は分割されます。 

 
 
その賞金は運用益の影響を受け ２００１年頃は 
約１億円だったが２０１２年から約８，９００万円の
ようです。 
因みに１９４９年日本の湯川秀樹博士が受賞する時 
に賞金の課税問題が起こり非課税扱いになりました 
晩餐会の話ですが、１９７９年の平和賞の晩餐会は 

唯一中止となりました。受賞者のマザーテレサが 
貧しい人にそのお金を使って下さいと辞退し、インド
のホームレス２０００人にクリスマスの夕食として 
使われました。 
さて、ノーベル賞受賞者に当然ながらロータリアン 

も居ます。調べたところ１３名の方が居ました。 
１９１９年平和賞のウイルソン米国大統領はじめ、 
医師の シュバイツァー博士 等々。 
国別では、米国５名、ドイツ５名、ハンガリー１名、 
フランス１名、カナダ１名の５ヵ国１３名です。 
また二度受賞した人や団体は、キュリー夫人そして 
国連難民高等弁務官事務所など５名＋１団体です。 
３度受賞した団体は、赤十字国際委員会です。 
また夫婦で受賞した方が６組でキュリー夫妻も 
受賞者です。 
はたまた親子で受賞した方が９組、ここにもキュリー 
夫人の親子が入っています。 
最年少の受賞者はパキスタン人のマララ・ユスフサイ 
さん（ 平和賞 ）１７歳でした。 
最年長は米国人の９７歳で化学賞を受賞されました。
オリンピックメダリストも１名受賞者に居ます。 
面白い事にノーベル賞（ 物理学賞 ）とイグノーベル 
賞（ 人々を笑わせ考えさせた研究 ）を受賞した人が
１名居ます。 
いろいろ話をしましたがノーベル賞は長い歴史の中 
にあってノーベルの意志である「人類に貢献した人」 
大きな希望の光を人々に放っていると思います。  
最後になりますが 

何かの賞を貰うとか褒めて 

もらうと云う事では無いですが、 

僅かでも何かの為に役に立つ様な 

行動が出来たら良いなあと思います。  

 

次週インフォメーション 

18 日（火）第三例会 12：30 

23 日（日）越谷市民まつり 

     北側駐車場 8：30 集合 

    ＊詳細スケジュールは 

     別紙配布 

25 日（火）ガバナー公式訪問 

    ＊タイムスケジュールは 

別紙配布 

＊予定が変更になることがあります 

 予めご了承下さい 



【 幹事報告 】             小池 和義 幹事 

＊会長・幹事会 のお知らせ 

  10月 19日（水）18：30～ 

    サンシティホール 

 第４会議室 

 当日は 第３回 ポリオ根絶 

チャリティコンサート合同会議を同時開催 

＊越谷南ロータリークラブ・越谷北ロータリー 

クラブの例会予定表が届きました。 

＊越谷市国際交流協会より“越谷国際フェスティ 

バル 2022” の案内が届きました。 

 日時：11月 20日（日）10：00 ～ 15：00 

 場所：越谷レイクタウン 大相模調節池親水公園 

内容：外国料理屋台・外国雑貨バザー・ 

国際交流活動案内・ステージ  

 チラシを例会場に置いておきます。 

＊地区より 国際ロータリー第 2770地区  

第 3グループ 主催クラシックカーラリーゴール 

イベント「昔の車と今の車」開催のお知らせ 

  日時：10月 23日（日）11：00 ～ 17：00 

  場所：さいたま市営桜木駐車場 

  内容：各自動車ディーラーから電気自動車展示 

     キッチンカーによる飲食物の提供 

     15：00～16：00 クラシックカーがゴール 

＊国際奉仕部門より ベトナム・ダナン支援案件 

＊10月 3日（月）行われました 地区大会記念 

 ポリオ根絶＆ウクライナ支援チャリティゴルフ 

コンペの結果が届きましたのでお知らせします 

 今回参加人数は 234名でした。 

 

【 委員会報告 】     菊地 貴光 社会奉仕委員長 

《 越谷市民まつりについて 》 

 日時：10月 23日（日） 

9：00～15：00 

8：30 集合  

  9：00 中央市民会館にて開会式 

     北側駐車場への市民入場は 10：00 より 

 場所：北側駐車場 

 内容：バルーンアート 及び ビニール玩具 配布 

    大道芸人 マジカルバルーンアーティスト 

Chocoさん によるアトラクション 

    ポリオ根絶チャリティ募金 

 昼食：大道芸人関係者分は当日購入する 

    会員用をどうするかは当日決める 

 服装：ピンク帽子・ピンクベスト・ 

ポリオ赤 Tシャツ 着用 

◆天候による開催判断は朝 7：00 市のホームページ 

 にて発表される。グループ LINEでも確認できる 

ようにしたいと思います。 

 

ONE CITY KOSHIGAYA  
～ 一人一人が 輝けるまち ～ 

 

【 会員卓話 】       山下 良雄 職業奉仕委員長 

私が九州鹿児島の出身であります 

事は皆さんご存知ですので本日は 

“GOTO キャンペーン”で観光・ 

鹿児島の話をさせて頂きます。 

私は 20年間しか鹿児島に 

おりませんでしたが  

鹿児島を語るには先ず “西郷隆盛”と“サツマイ

モ”です！現在サツマイモは千葉と茨城での収穫も 

多いですが 鹿児島では サツマイモ とは言わず 

“唐いも”と言います。それを商売に結び付ける為

に 鹿児島（薩摩）から来た芋で“サツマイモ” 

他の奉行所と違い島津斉彬（しまづなりあきら）は

大変裕福だったそうです。西郷隆盛は庭師みたいな

使いパシリ的存在でしたので 島津斉彬は知りません 

でした。林真理子原作 NHK大河ドラマ「西郷どん」 

は大筋あっているようです。 

西郷隆盛が 18歳のある日相撲で島津を投げ飛ばし 

た事がありました。 

怒った島津さんは 西郷隆盛を島流しにしてしまいま

した。 

西郷隆盛の写真が 1枚も 

残されていないそうです。 

上野に銅像がありますが 

ご夫人は「あれは違う」と 

言っています。 

また 鹿児島の方言は ”鹿児島弁“ とは言わず 

 ”鹿児島語“ と言います。 

西郷隆盛は ぼっけもん  

 → 西郷隆盛は 怖い物知らず、大胆な人 
            という意味です！ 

西郷隆盛はとても教育熱心で学校を沢山作ったと 

言われております。 

また 警察機構を作った人（ 川路利良：かわじ  

としなが ）が鹿児島出身だったので鹿児島には警察

関係者が多いとも言われております。 

昭和３５年頃景気が良くなり 新婚旅行に行く人が 

増えました。「新婚旅行は鹿児島に連れていくよ」と 

言うと喜んで結婚してくれた という話しもあった 

そうです。その頃新婚旅行に訪れた方たちが現在 

「思い出の地にもう一度行ってみたい」ということ

で現在再び人気の場所となっております。 

“また行きたい 鹿児島”と私は思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



鹿児島行きの飛行機は 1時間に 2本位あります。 

料金もキャンペーンを利用すると 10万円で 3日間位

の旅行を楽しむ事が出来たりします 

霧島市には空港もあります。霧島で有名な方と 

言えば京セラ名誉会長稲盛和夫というがおりました

（2022.8.24 没） 

霧島神宮には 国歌  

「君が代」に出て来る 

「さざれ石」があります。 

小さな石が千年も万年もかけ 

少しづつ大きくなって 

砂利石が大きな石になり、岩になって  

その上に苔が生えるほど長い時間 

日本という国が繁栄しますように という歌です 

また 高千穂、大浪池（おおなみのいけ）、韓国岳 

（からくにだけ）があります。 

霧島連山の西側にある標高 780ｍという眺望にある

林田さんが掘り当てた 林田温泉は 高台にありなが

らも設備が整ってデパートのような店もあります 

 

続きまして 桜島についてお話させて頂きます。 

今でも 海の真ん中にある 

山がドーンと噴火して 

おります。海の反対側からは  

対岸の火事 ですので 

とても美しい光景でもあります。 

鹿児島の城山から見ますと  

噴火の姿があまりの美しさに 

感動が生まれるのです 

また 鹿児島と桜島は 4㎞位ですが 高校生の遠泳は 

テレビでも紹介されるほど有名な行事です。 

 

 鹿児島県南九州市に知覧という場所があります。 

ここでの語り部は涙なしでは聞く事が出来ません。 

当時中学生の子供達が特攻隊として敵に飛び込む 

様子を見事な表現で聞かせて下さいます。 

明日出撃する と伝えられ 敵地に見つかった 

時は 日本国万歳！天皇陛下万歳！と言えと 

3日間程 指導されたが いざという時には  

お母さん助けて・・ と言ったそうです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    知覧特攻平和会館 

 

 

 

指宿という所には とても大きな 

大うなぎ がいます。 

1匹で何人分ものうな重が作れる程 

の大きさです。 

指宿温泉も有名です。指宿を“いぶすき”と読んだ 

り韓国岳を“からくにだけ”と読むのは アイヌ語が

絡んでいるのではないかと私は思います。 

指宿には砂風呂というのが 

あります。浴衣を着た身体の 

上に温かい砂を掛けてもらい 

30分位すると汗をかく 

とても気分の良い風呂です！ 

 

枕崎は最南端にありますがカツオが多く採れる所で 

かつおぶしは枕崎と言われる程です 

カツオは千葉県でも捕れます。 

千葉県と鹿児島県は似ています。材木も千葉県と 

鹿児島県はとても似ていて杉の芯が黒い 黒杉という

虫の付かない木があります。 

 

観光スポットが 

たくさんある鹿児島に 

ぜひお越し下さい！ 

私にとっての 

 鹿児島自慢 でした！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 スマイル報告 】   山下ヨシ子 親睦委員長 

＊今月は行事が重なり 忙しい 10月です。季節も 

良くリフレッシュして頑張りたいと思います。 

宜しくお願いします。・・・・・・・坪井 明 会長 

＊楽しい事を実行できるクラブにして行きましょう 

 山下ヨシ子さん 会員候補ご紹介ありがとう 

ございます。・・・・・・・・・・小池 和義 幹事 

＊本日もよろしく・・・・・・・・ 山下 良雄 会員 

＊今日は暑いですね古(^^;・・・・ 山﨑 晶弘 会員 

＊本日も宜しくお願い致します。・・菊地 貴光 会員 

＊今日は今年最後の夏日でしょうか？ 

 本日も宜しくお願い致します。・・秋元志津子会員 

＊良いお天気で幸せですね・・・・山下ヨシ子 会員 

 

スマイル金額  8,000 円 

           
 
 
 
 

会員数 
出席
免除 

出席
数 

欠席
数 

MU 
出席
率 

13名 3名 7名 3名 0名 70％ 


