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■会長報告 佐藤　真康 会長
　10月は米山月間です。そのようなこともあ
り、プログラムで今日は米山奨学生のティア
ナさんによる講演があります。楽しみにして
おります。

　今日、帯広ロータリークラブは3500回目の例会を迎えま
した。看板も今日は特別なものを用意致しました。また、食事
のデザートも3500回記念用の特別仕様です。ホテルの好意
でそのようにしてもらいました。ありがとうございます。
　例会で3500回を迎えるのは、この2500地区では初めての
ことだと思います。旭川ロータリークラブさんが3255回、釧
路ロータリークラブさんが3425回ということです。歴史と
伝統の帯広RCとよく表現されますが、まさしくその重みを
感じます。
　さて、今日の例会で歌ったロータリーソングが「4つのテ
スト」です。先日、新入会員を対象としたオリエンテーショ
ンが行われましたが、講師であった加藤元会長がこの「4つ
のテスト」のことを説明しておりました。
　4つのテストは、ロータリアンの日常の職業奉仕におい
て、自己反省方式の一つとして高く評価されています。これ
はハーバートJ.テーラー（1954〜1955年度R.I.会長）が1932
年、破産寸前のアルミニウム会社の建直しを引受けた時、こ
の方式を考えて経営方針とし、見事に会社を復興させたと
いわれています。
　1954年、テーラーはその版権を国際ロータリーへ譲って
いますが、国際ロータリー理事会は、1945年1月に、4つの
テストにロータリークラブの注意を喚起すべきであると決
定するとともに、2004年の規定審議会において4つのテス
トを明記した決議を行っています。
　いつも何気なく歌っているこの曲ですが、普段仕事で悩
んだときに、なにかしらのヒントになるかもしれません。ぜ
ひ、参考にしてもらえればと思います。

■プログラム　「卓　話」 米山記念奨学委員会
RI第2500地区米山記念奨学生
ティアナ  ナバロナ  ランドリアナントアンドロ 様

　皆さんこんにちは。今日私は私の事につい
て少し、私の国マダガスカルについてより多
くお話ししようと思います。
　私は帯広畜産大学の博士課程3年です。私の

専門は衛生経済です。マダガスカルでは高い割合の世帯が
豚からの収入に依存しています。しかし高い死亡率のアフ
リカ豚コレラが私の国には存在します。私の研究はマダガ
スカルにおけるアフリカ豚コレラを制御するための効果的
な方策を発展させることに焦点を当てています。
　私は大空町に私の家族と住んでいます。これは私の家族
の写真です。主人と私、7才の娘と6才の長男と4才の末っ子
です。

　ご存知のようにマダガスカルはアフリカの国です。首都
はアンタナナリヴです。これは17世紀のアンタナナリヴの
王様の家の写真です。マダガスカルは世界で5番目に大きい
島です。日本の1.5倍の大きさです。人々はマラガシと呼ば
れ約2千2百万人います。言葉もまたマラガシと呼ばれ23の
方言があります。教育の言葉とフランス語を使います。私た
ちの現在の大統領は世界でもっとも長い名前を持つ大統領
です。彼の名前は
Hery Martial Rakotoarimanana Rajaonarimampianina

（エリ マーシャル ラクツアリマナナ ラジャウナリマンピアニナ）
です。
　マダガスカルには二つの主な気候があります。11月から
4月までの暑い時期と5月から10月までの涼しい気候です。
　海岸の気温は20度から30度です。美しい海辺があります。
ダイビングスポットもあります。
　マダガスカルは独特な生物の多様性で良く知られていま
す。たとえばキツネザルはマダガスカルだけに見られ49の
種類があります。1000種類以上の蘭もあります。90%は国
の原産です。
　アンダシベ国立公園です。一番大きな種類のキツネザル、
インドリインドリを見られます。大きさは最大90cmです。
ほかの種類のキツネザルと違い尻尾は6cmの長さしかあり
ません。これはピグミーネズミキツネザルです。一番小さな
キツネザルです。体と尻尾の長さは27cm未満です。アンダ
シベ国立公園にもまたいろいろな種類の蘭とこの大きな蝶
蝶を見つけることができます。
　 ユ ネ ス コ 世 界 遺 産 の 場 所 も あ り ま す。Tsingy de 
Bemaraha （チンギデベマラ）と呼ばれます。それは地上約
70mの石灰岩の尖塔です。
　人口の80%は農家です。農業生産の上位5位は、米、キャッ
サバ、サトウキビ、サツマイモ、そして新鮮な野菜です。マダ
ガスカルは世界で第2位のバニラの生産国です。マダガスカ
ルは高品質のココアを生産しています。その生産量は世界
のココア生産の1%未満ですが化学肥料を使わないで自然
の環境で成長します。
　これから民族についてお話しします。マダガスカルの祖
先はインドネシア人とアフリカ人です。18の民族がいます。
伝統的な服の例です。民族によって違います。私たちの主食
はお米です。私たちはお米を1日に3回食べます。たいてい朝
は軽く食べます。マダガスカルの昼食はご飯とオムレツま
たはほんの少しの燻製の肉を一緒にしたものです。昼食と
夕食はもっと食べます。たとえばご飯と葉っぱの野菜、また
は豆・肉を加えることもあります。これらの写真は果物市場
を示しています、私たちはデザートとして新鮮な季節の果
物を食べます。キャッサバの葉はマダガスカルの食べ物で
す。タピオカはキャッサバの根っこからできています。海岸
の地域の部族はシーフードを高地の部族よりもはるかに多
く食べます。
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↑携帯サイトが
できました。
バーコードリー
ダーで読み込む
事ができます。

　これは伝統的な娯楽です。観客が踊り手を取り囲んでい
ます。
　宗教について伝統的な宗教を信じる人々がいます。彼ら
は創造者である神を信じ、死んだ人々が神と人間の間の仲
介者の役割をすること信じます。約80%のクリスチャンもい
ますがある人たちは同時に伝統宗教も信じます。イスラム
教徒は3%未満です。伝統的な宗教に関して私たちにはファ
マヂアナがあります。ファマヂアナは死体を墓から出して
新しい絹で巻くときです。先祖に愛を注ぐ方法です。それは
また親族が再会する機会でもあります。もし私が間違って
いなければインドネシアにも同じような文化があるようで
す。
　ゼブという牛はまた私たちの文化にとても重要な役割を
持ちます。ゼブは力、繁栄と富の象徴です。ある部族ではゼ
ブが結婚式やお葬式などのイベントで葬られます。たとえ
ばマアファリ部族では墓に供え物として預けられた全部の
角の数が個人の社会的地位をあらわします。
　最後に私はサンバチャについてお話ししたいと思いま
す。サンバチャまたは集団割礼です。それはアンタバウカ部
族でおこなわれます。サンバチャの意味は幸せです。それは
7年ごとに行われます。それは男子が父親の部族に統合され
るのを許可する入会と一致の儀式です。それはまた親戚や
近所に住む人々の和解のときでもあります。
　もし皆さんがマダガスカルを訪れたいと思われるなら、
ルートは新千歳からバンコクそしてマダガスカルです。
　これで私の発表を終わります。ご清聴ありがとうござい
ました。

■会務報告 工藤　大輔 幹事
①2016−17年度地区大会開催のご案内
　10月21日（金）〜22日（土）2日間
　第1日目（10/21）
　　記念親睦ゴルフ大会　8：30〜　北見カントリークラブ
　第2日目（10/22）
　　受付登録　　　　　　8：30〜　北見市民会館
　　本会議　　　　　　　9：00〜18：00
　　　　　　　（昼　食　12：00〜13：00）
　　大会記念大懇親会　 18：30〜20：00
 ホテルベルクラシック北見
②帯広南RC、移動例会開催のご案内
　日　時　10月　9日（日）午前8時40分
　場　所　帯広の森市民プール　スインピア
　※尚、10月3日（月）の繰下げ例会と致します。
③ 帯広南RC、10月10日（月）の例会は、祝日のため休会と致

します。
　帯広南RC、10月24日（月）の例会は、休会と致します。
　帯広南RC、10月31日（月）の例会は、休会と致します。
④帯広北RC、移動例会開催のご案内
　日　時　10月14日（金）午後0時30分
　場　所　北の杜（帯広の森内）

⑤帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　10月27日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
■委員会報告
・新入会員オリエンテーション（9月28日）
　ロータリー情報・記録保存委員会

・出席報告
10月5日例会の報告
　会員総数92名　うち免除会員3名　出席者数60名
9月21日例会の報告
　メークアップを含む出席者数81名　出席率91.0%
■ニコニコ献金 親睦活動委員会
合田　倫佳 会員
　ティアナと例会を担当します。よろしくお願いいたします。
山本　健一 会員
　出先おびひろ会、みなさまに支えられて30周年を迎える
ことができました。これからも帯広十勝のすばらしさを吹
聴してまいります。そして、単身赴任の心の隙間を埋めるた
めにも、みなさまとの交流を深めていきたいと思います。
■本人お誕生祝い
藤森　裕康 会員　　髙橋　猛文 会員　　髙橋　久志 会員
酒井　敬司 会員　　小水　基弘 会員　　長澤　秀行 会員

■ご結婚記念祝い
橘　　精三 会員　　髙橋　猛文 会員　　進藤　恒彦 会員
星屋　洋樹 会員　　大和田三朗 会員
■配偶者様お誕生祝い
髙橋　猛史 会員　　加藤　健吾 会員　　後藤　裕弘 会員

【お知らせ】・10月のロータリーレートは、$1=102円です。

■10月のプログラム予定
10月12日（水）「誰にも聞けない介護制度の仕組み」
 （社会奉仕委員会）
10月19日（水）「帯広マディソン交流協会の活動について」
 讃岐　武史 会員（国際奉仕委員会）
10月26日（水）「会員卓話」
 大類　道雄 会員・森田　幹也 会員（プログラム委員会）


