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［第 3 グループ内の例会日］

狭山(金)、新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火)
所沢(火)、新所沢(月)、所沢西(水)、所沢東(木)、所沢中央(月)

第 915 回(9 月 25 日)例会の記録
点 鐘
合 唱
第２副ＳＡＡ
※出席報告
会員数
30 名

若松泰誼会長
手に手つないで
佐藤君、柴田君

出席者数
29 名

出席率
96.3％

前回修正
88.46％

パスト会長の時間
守屋昭夫パスト会長)
どっちが怖い「オスプレイ」と「中国の○○」
この頃やたらとオス
プ レイ という 語が 飛び
かっている。オスプレイ
と は何 か？辞 書に よる
と、原義は『みさご…タ
カ の一 種で魚 を主 食と
する』とあった。この名
は 特殊 な飛行 機に つけ
られたもので、今年 10
月に沖縄の米軍普天間飛行場で運用配備が予定さ
れている海兵隊の垂直離陸可能のプロペラ式輸送
機で、正式名は「MV22 オスプレイ」と言う。今
までのヘリコプター｢CH46｣は旧式となり退役す
るという。ところがオスプレイの配備が伝えられ
るや、本機を見たこともないにも関わらず、いつ
の間にか日本中が大騒ぎになっている。米軍がい
つ墜落するか分らない危険な飛行機を普天間に持
ち込んで、日本国民を危険に巻き込もうとしてい
るという。
先日、野田総理も反対派に迎合して、安全性が
確認されるまでは絶対に飛ばせないと言った。も
し｢安全性の確認｣が｢100%の安全｣を意味するな
ら飛行機なるものは飛べなくなる。
米軍は危険の中で同盟国を守るのが任務である。
安全確保に極力努力することに我々も理解すべき
ではないだろうか。しかしオスプレイの配備に反
対している人たちは、もともと米軍基地反対、自
衛隊反対の主張をする人たちであり、彼らは政府

が｢オスプレイは絶対落ちない｣と断言しても反対
運動は止めないだろう。マスコミは沖縄県民全体
が反対しているような報道をしているが、現実は
そうではない。親中左翼とマスコミ(朝日と NHK
を含む)がこれを煽っているだけである。
(今朝の新聞で沖縄県知事が配備反対を表明して
いる。)
問題は日本の政治家がオスプレイの報道の真偽
を冷静に検証することなく、地元メディアに洗脳
された沖縄県民にいたずらに阿っているようにみ
えることである。この際まず問われるべきは、考
えうる敵の戦力に対する抑止効果など、つまり安
全保障についての能力であるが、この大事な視点
は完全に欠落しているように見える。
そもそもオスプレイの性能は、旧来のヘリコプ
ターCH46 をはるかに上回っている。時速 520 キ
ロの最大速度は CH46 の約 2 倍、積載量約 9000
キロは約 4.5 倍、行動半径 600 キロは 4 倍である。
この高性能機は沖縄方面の抑止力として力強い存
在になる。同時に朝鮮半島及び台湾海峡有事の際
にも直ちに役に立つ空中機動力である。開発開始
から既に 30 年を経て、世界各地の米軍基地で活躍
中である。韓国と台湾はこの問題を巡る日本政府
の迷走劇を不安げに見守っているであろう。
折しも去る 7 月末、中国共産党機関紙、人民日本
傘下の｢環球時報｣はその一面で、｢オスプレイ配備
は尖閣防衛が目的｣と大特集を組んだ。尖閣や台湾
への野心を隠さない彼等の警戒心の表れであろう。
また 7 月 12 日、中国国防大学戦略研究所長の金一
南少将が中国ラジオ公社のインタビューに答えて、
｢尖閣は武力で取るが、さらに歴史的に琉球の日本
帰属には疑問がある。日本は沖縄から退くべきだ｣
と述べたと言う。このことは尖閣のみでなく沖縄
全体に中国の脅威が迫ろうとしていることを意味
する。沖縄の独立などを指向する人々がいるとい
う話もあり、我々日本国民、特に政治家は深く心
すべきではないか。
今オスプレイが危険だと騒ぐことは、中国を利
するだけである。怖いのはオスプレイどころでは
ない。中国の侵略である。

幹事報告

稲見幹事

1. 第 2 回会員増強セミナー開催について
2. 2013 年ＲＩ国際大会開催について
3. 国際奉仕部門アンケートについて
4. 12〜13 年度ライラデー開催について
5. ポリオ撲滅に関するメッセージについて
6. 第３グループＩＭ第１回プレゼン担当実行委
員打ち合わせ会開催について
7. 米山記念奨学会、中国米山学友会２０１２年
総会延期について
8. ローテリーの友より、地区内活動アンケート
について
9. 例会変更 所沢東ＲＣ
10. 受贈会報 入間ＲＣ 所沢ＲＣ 所沢西ＲＣ
所沢中央ＲＣ 所沢東ＲＣ

委員会報告
Ｒ情報・雑誌) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 浜野委員長)
8 月 29 日に雑誌委員会があり参加をしてきまし
た。
「ロータリーの友」の二神委員長に色々なお話
をして頂き、大変勉強になりました。二神委員長
は 10 年前から編集長をされておりますが、それか
ら雑誌が面白くなったという大変評判の女性の方
です。最近ロータリアンになられたそうです。恥
ずかしながら最近初めて知りましたが、横書きは
RI 指定記事がメインになっており、絶対に載せな
ければならない記事を載せているということです。
そして縦書きには皆さんの投稿や身近な記事を取
材し載せているそうで、その中でも p.7：
「この人、
この仕事」はロータリアンの仕事をピックアップ
し載せている大変評判の良いページだそうです。
これも推薦を受け、取材に行き載せているそうで
す。縦書きは基本的に投稿をするので、皆さん是
非投稿して欲しいとの事、比較的載りやすいとい
うお話でした。
【縦書き】
16 頁には「クラブの合併は必要か？」という、
同論・異論というコラムがありますが、非常に色々
な意見があって面白いと思いました。今合併の事
も考えなければいけない時期が来ております。体
験談やこのようにしたら良いのではという案が載
っております。
身近なところでは 31 頁に、入間南ロータリークラ
ブが入間市の博物館｢アリット｣に、カワヅザクラ
を植えたということが書いてありました。
【横書き】
14 頁の｢先輩から学ぶこと｣では、シアトルでロ
ータリーの会員が少なくなってきており、若い会
員（40 歳未満）を入れていこうということで、40
歳以上でなければならないという規定を柔軟に解
釈し、会費を安くする等といった取り組みをして
いると書かれております。このようなことをして

いかなかいと、だんだんロータリーは人数が少な
くなり、消えていくのではないかという警告が書
かれております。
29 頁の｢はじめる一歩｣は、二神編集長が書いて
いるコラムです。ロータリアンになった時に色々
と説明を受けましたが、今一つ良く分からなかっ
たということで、一番初歩の所で自分が気付いた
ことを毎回書いているとのこと、大変勉強になり
ました。
皆さんお忙しいので｢ロータリーの友｣を読まな
い方も多いかと思いますが、放っておく時も書斎
ではなくリビングに放っておいて欲しいという二
神さんのお話でした。例会の時に「ロータリーの
友」をメインに話が弾むというお話もありました
ので、皆様にも是非実践して頂きたいと思います。

国際奉仕) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 栗原(成)委員長)
昨日、会員全員にケーブルテレビからの｢日モ国
交 40 周年記念、旱魃防止植樹事業｣という特集番
組協賛のお願いがＦＡＸされたと思います。モン
ゴル植樹で大変な散財をした上に、また協賛をお
願いすることになります。決して強制ではござい
ませんが、モンゴルに行かれた方は是非協賛して
頂きたいと思います。放送は 28 日(金)〜｢じもと
テラス｣という放送枠で放映されます。その中で会
社名等テロップで流れます。よろしくお願い致し
ます。
社会奉仕) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 小島委員長)
楽しみにしております、大生病院駐車場をお借
りしてのフリーマーケットが、来月 20 日に(土)に
行われます。そこに出品する品物のご寄付を一人
２〜３点お願い致します。例会場あるいは事務所
の方へお持ち頂ければと思います。よろしくお願
い致します。

「会員卓話」・・・・・・・・
『私の登山』

沼崎正徳会員

平成 24 年 4 月にお話
したヨーグルトについ
て、皆さんご記憶のこ
とと思います。毎年の
ように冬が来ます。す
ると風邪が流行ります。
TV コマーシャルには
そろそろ風邪薬の広告
が出てきます。そこで
思い出して下さい。昨年冬インフルエンザで学級
閉鎖にならなかった学校が九州の佐賀県有田であ
りました。その原因がヨーグルトを学校給食で食
べていましたね。同じ例が山形県の尾花沢にもあ
り、NHKTV で放送されました。これらの学校は
10 月頃より数ヶ月学校給食でヨーグルトを食べ

続け、免疫力を高めていたからです。皆さんも来
るべき冬に備え。そろそろ準備を開始する時期で
す。
平成 24 年 9 月 4 日高岸先生から人の姿勢とリ
ラックスのお話をお聞きしました。正しい姿勢を
覚えていますね。椅子では深く座り背筋を伸ばし、
真直ぐ座る。直立して両方の肩甲骨の間に皺が寄
るまで腕を背後に伸ばし、息を吐く。寝ておきた
時に、腹式深呼吸をする。色々有りました。是非
続けてください。
私が習った長生きをする七つの習慣をお話しま
しょう、説明は入りません。
①散歩をする
②声を出して新聞を読む
③料理を作る
④社会と交わる
⑤電車、バスで出かける
⑥日記をつける
⑦恋をする
以上で有ります。益々健康で長生きが出来ます
ようお互いに頑張りましょう。
◎私の登山
さて今日は長い間私がやっております登山につ
いてお話ししましょう。
私達が住む狭山市から周りを見渡すとぐるーっ
と山が見えます。西のほうには丹沢、富士山、奥
多摩や秩父の山々が続き、北には群馬から日光の
山が見え、離れて筑波山が見えます。私はこの土
地に生まれ、ずうっとこれらを見て育ちました。
いつかはこれらの山々に登りたい。ごく単純に子
供の頃考えました。中学の頃吾野、名栗のハイキ
ング、続いて御岳山、高尾山に行くようになり、
高校生になって秩父の武甲山に登りました。奥多
摩の大岳山、この山は腰掛の形をしており、皆さ
んも見ればあれか！と分かります。御前山は大岳
の右となりで 1400ｍ、奥に大菩薩が見えます。右
に長い石尾根が続き雲取があります。ここは東京
都最高峰 2500ｍ、さらに右に行くと名栗の奥、有
間山、蕨山と続き 1333ｍの武甲山に続きます。武
甲山は昔は武士の甲の形をしていたのでその名が
ありますが、今は右半分が削り取られ形が変わっ
てしまいました。石灰石の山でセメント原料にな
ったのです。このような山を昇るとその先に奥秩
父の山が見えます。甲武信岳、金峰山などです。
この辺になると 2500ｍを越えます。中学生から高
校生の時には軽井沢に学校の寮があり。ここを基
地として登山をしま
した。浅間山から西に
向って続く 2000ｍを
越える連山が好きで
した。大学生になって
からはワンダーフォ
ーゲル部に入り北海
道から九州まで色々

な山に挑戦しました。数え上げればきりが無いほ
どですが、今に続く山登りが好きになったのもこ
の頃です。ついでながら妻と出会ったのも彼女が
女子大のワンダーフォーゲル部に属していたから
です。東京の大学生が登山をするようになるとき
に辿る順序があります。まず近郊の奥多摩や丹沢
の山に昇る、次にその先の奥秩父。ここへ行くと
目の前に八ヶ岳が聳えている。次はあそこだと八
ヶ岳に昇る。するとその先に北アルプスの槍、穂
高が見える。やはりあそこまで行かなくてはと
次々に魅かれることになります。私も例に漏れず
その様になりました。その後今まで北海道、東北、
関東、中部地方、信越、四国、中国、九州と色々
な山に行きました。
日本百名山と言う本があり非常に有名です。深
田久弥氏が今から 50 年ほど前 1964 年に著した本
で、この文章によりブームが起き全山踏破しよう
と頑張る人がたくさん出てきました。百名山は観
光上も売り物となり、特に中高年の登山者がたく
さん行きます。世の中が変わり簡単に行けるよう
になったのも原因で、ケーブルカーや登山道路が
できたところはそれこそ押すな押すなです。ジジ
ーババーのほかになんと山ガールといわれる派手
な衣装のお嬢さん達もたくさん出現しました。私
も同様にケーブルや自動車道があるのにわざわざ
徒歩で行く気は有りませんから、これらを使って
登山します。その例をあげると北から北海道の大
雪山、青森の岩木山、八甲田山、山形の月山、宮
城県栗駒山、福島県西吾妻、栃木県那須岳、日光
白根、群馬県四阿山、
谷川岳、茨城県筑波山、
長野県木曽駒ケ岳、木
曾御岳山、乗鞍岳、白
馬岳、富山県立山、滋
賀県伊吹山、四国愛媛
県の石槌山、鹿児島県
霧島の韓国岳など。富士山だって五合目までは自
動車でした。蔵王や草津白根もそうですしもっと
あるかも知れません。その様な訳ですからこのよ
うな楽に登れる山はこれからも増加するでしょう。
また同時に知識や準備が不足した遭難も増加して
います。これは常識ですが登山は天候に大きく左
右されます。ですから季節の変わり目が一番注意
を要する、夏から秋、冬への変わり目は雨と急な
低温に要注意、10 月のみぞれは最大限に気をつけ
なければいけません。水が衣服にしみこんで体温
を奪います。春山も同じです、思わぬ雪に遭遇す
ることもあるのです。昨年夏の終わりの北海道ト
ムラウシの遭難、今年の初夏の白馬岳の遭難を覚
えておられると思います。
なお私はこの夏にいくつかの山に登りました。
尾瀬ヶ原は七月、皆さんご存知の鳩待峠から山の
鼻に出て原を一周およそ 25km を歩きました。次
に谷川岳、天神平までケーブルで行きトマの耳と
沖の耳までを往復約 5 時間少々の尾根歩きです。

八月には木曾の御岳山、これは 3,067m の高い山
ですが 2100m まで自動車で行けます。古くからの
信仰の山でさすがに仏像や山伏の銅像、祠などが
たくさん有りました。およそ 6〜7 時間の山歩きで
す。次は九月になって南アルプスの北の外れの日
向山に登りました。1660m だからとちょっと侮っ
たのが間違いで大変な急登の連続に苦しみました。
それでも八ヶ岳がとても良く見え素晴らしい景観
を楽しみました。この日下山は楽な道を選び全く
問題は有りませんでしたが、調査不十分が原因で
苦心した点は大いに反省しています。今から体力
が増えることはありません、しかし低下する速度
が少しでも弱まれば、と思っています。
◎登山の準備
（体の準備）
皆さんはもう若くありませんし「無理は禁物」
です。それを私が理解した上でのお話ですから大
丈夫です。言うまでも無く登山はなんと言っても
準備が大切です。一番は体、特に足を鍛えること
が大切です。自動車ばかり利用して歩かない中高
年、これは困ります。山に登らなくても健康には
良くありません。是非歩いてください。歩くとき
には姿勢に気をつけてください。胸を張って背筋
をのばし、大またで手を振りしっかり歩く。週に
一、二回、一度に 30 分も歩けば十分です。
次にスクワット。
これもひざ、腰の運
動。ゆっくり腰を下
げそしてゆっくり上
げる。１２３４５で
下げ６７８９ 10 で
上げる。手を腰にが
理想ですが椅子の背
に手をかけながらでも良い。背筋を伸ばし最初は
日に 5 回ぐらいから 20 回ぐらいまで順々に負荷を
上げる。ももを上げる運動は坂道、階段を上がる
ときに大切です。手で身体を支えながら太ももを
できるだけ高く上げてください。左右交互に 10
回ほどでよい。自宅の二階へ上がるとき階段でこ
の事を意識すると簡単にできます。下るときには
後ろ向きでおりると効き目があります。腕の力の
維持も大切です。鉄アレーで運動するのが良いで
すが１kg くらいの物を片手に持ち上下する。これ
を左右 20 回程度繰り返す、やかんに水を入れて試
して下さい。アイロンでも良いです。
（歩き方）
さて次が登山道を歩く時の注意。一番大切なこ
とは「急がない」こと。息が切れたらそれだけで
くたびれてしまうからです。ゆっくり小股で決し
てあせらないこと。大またで歩くとすぐに息切れ
します。次に階段や急な上り坂の歩き方、これも
基本的にゆっくり小股です。階段は歩幅の割りに
登りがきつい。そのことを理解してさらにゆっく
り歩くことに心掛ける、できたら階段よりなだら
かな傾斜路を選ぶほうが楽です。急いだ挙句途中

の休憩に時間を取る場合と、ゆっくり休まず続け
て歩く場合とでは結果として後者が早いし疲労も
軽いことが多いです。
（靴紐の知識）
登りと下りについての注意として大切なことは
靴紐についてです。登りでは靴紐は緩めが良い。
足首がよく曲がるように、特に足首に余裕を持た
せる。下山時は靴紐をきつく締める。足の甲の部
分を良く締め足のつま先が靴の先端にぶつからな
いようにしなければいけない。足のつま先が靴の
先端に当たると非常に痛い。下山では背中の荷物
に加え、体重がかかるのですからつま先には非常
に大きな力がかかる。足のつめが内出血を起こし
死ぬ場合がある。下山中に起こる事故の多くがこ
の原因によるのです。もう山へは行きたくないと
言う人の多くも、その理由を良く聞くとこれが原
因のことが多いのです。
◎登山の装備
（登山靴）
靴の選び方について少々述べさせて頂きます。
まずくるぶしが隠れる長さの登山靴が良い。軽い
里山歩きではスニーカーのように短い靴でも良い
ですが靴底はしっかり土に噛み付くようにでこぼ
こが大きいものが良い。最近の登山用品店にはた
くさんの商品が揃っており、ファッション性の高
いものも有りますので迷います。登山では小石や
異物が靴に入るのを防がなければいけませんから、
長い靴が良いのです。岩山に挑戦する人用には靴
底が特に固くしっかりしたものが要求されますが、
普通は「トレッキング用」で十分です。材質は牛
革の必要は無く、新素材でナイロン生地、防水加
工、透湿機能のあるゴアテックスが軽くてお薦め
です。靴のサイズは靴紐のところで説明したつま
先が当たらないようにいつもより 0.5cm 大きいも
のを選ぶと良いです。
（リュックサック）
リュックサックの選定はどうするか、考え出す
と難しいように思いますが、登山用品屋にはたく
さんの品物が並んでおり、外国製の読めないよう
な名前のものが多くびっくりします。日帰り登山
では 30〜35 リットル。横に幅が広いものより縦
に長く、背負った時に上に積みあがる感じのデザ
インが良いです。肩で担ぐものですから肩にきっ
ちり付く形が良く、だらりと下がって腰に乗せる
タイプは登山には向きません。肩紐の幅は広くク
ッション性が有ると楽です。もちろん防水性も大
切です。
（衣類、雨具ほか）
衣装については天気さえ良ければ特に言う必要
は無いと思いますが、シャツは長袖が基本、ズボ
ンも長ズボンが怪我をしにくいので良いです。汗
で濡れても乾きが早い新素材の衣類が使いやすい
ですが、夏山では快適でも保温性に欠ける点を忘
れないようにして下さい。寒い時期ではウールの
シャツやスウエーターが保温性が高くてお薦めで

す。雨具については雨合羽が必要です。風が無け
れば折りたたみ傘が便利ですが風のある尾根歩き
では雨合羽でないと困ります。雨の日の雨合羽は
材質により値段が大きく違います。ゴアテックス
のものは上下で 3 万円以上のものもありますが、
私は雨の日は登山しないという原則で安物で我慢
しています。防水性のあるフード付きウインドブ
レーカーは軽くて風を遮り温度調節には好都合で
すからちょっとした雨や霧の時、さらに風の時に
お薦めです。帽子も忘れないように、つばのある
野球帽タイプや丸い旧来型の登山帽、日焼け防止
のつばの長いもの、形はたくさん有ります。雨除
けにもなりますから必ず備えてください。冬の山
に行くときにはダウンジャケットのような防寒衣
が必要ですし、テント泊では寝袋（シュラフ）も
必要ですが今回は省略します。
（スティック）
次にスティック。1 本が良いか、それとも 2 本
かと言う話があります。またスティックは要らな
いという人もいます。そこで簡単に選択について
お話しましょう。
通常の登山では 1 本で十分です。ハイキング程
度、標高が高くても一般の登山者が昇る山はこれ
で良いです。スティックを使う目的は特に下山時、
ひざに急激な負荷をかけないようにするのが大き
い。1 本だとごろごろした岩や脇の木に手をかけ
たい時に片手が自由になるので使いやすい。登山
用スティックは長さ調節ができるのでとても具合
が良い。登りでは短く、下りでは長めに、自分の
身長に合わせ調節します。昔から富士登山に使わ
れた金剛杖は 1 本杖の始まりであり、全長が長い
から自分の持つところで長さ調節ができることで
もお分かりと思います。2 本のスティックはごく
軽い里山歩きに良い。登りのときも下山の時も両
手の力が足の負荷を軽減します。しかしよろけた
り体の姿勢で手が使いたくなった瞬間、スティッ
クが邪魔になるので、そのことは注意しなければ
いけません。散歩をする時に練習して慣れておく
と良いでしょう。
スティックが不用だという人もいます。これは
特に岩登りや急登の多い山に挑む人に多いです。
杖があると岩をしっかり手でつかめないのでむし
ろ危険だというわけです。通常特に体力の有る人
です。

（その他の小物）
スパッツ
これは雨の日にズボンのすその汚
れや雨水の靴への浸入を防ぎます。
軽アイゼン 雪渓や残雪の道を歩く時の滑り止
めです。登山靴に取り付けます。
ザックカバー 雨天時にザックに入り込む雨除
けです。
その他
水筒、携帯コンロ、携帯食器、コ
ップ、キャップランプ、軍手、タ
オル
本日私の装備をお持ちしましたので参考までに
御覧になってください。

社会奉仕委員会から)

フリーマーケット
出店品にご協力下さい！！

若松君
稲見君

江原君

古谷君
片山君
沼崎君

※ 次の例会
第 2 副 SAA 高田君 田中君
１０月２日(火) 12：30〜13：30

米山奨学生卓話

金 強 重 君

奥富君
吉川君

沼崎さん、本日の卓話よろしくお願いし
ます。楽しみにしてました。
沼崎パスト会長、今日のお話楽しみです。
前回の夜間例会、益子親睦委員長ありが
とうございました。楽しかったです。
沼崎パスト会長、本日の会員卓話楽しみ
にしておりました。何卒よろしくお願い
致します。
故、父の葬儀には弔問また過分なるお心
遣いありがとうございました。
沼崎パスト会長、山登りの話楽しみにし
ています。
今日は私の趣味の話をさせて頂き、あり
がとうございます。興味のおありの方は
是非、ご一緒しましょう。
沼崎さん、今日の卓話よろしくお願いし
ます。
夜間例会、欠席を致し申し訳ありません
でした。

