
第 2767回例会

《司 会》  新聞 桂子 君

《合 唱》  「手に手つないで」

「静岡東ロータリー」

《ビジター》 杉山 純― 君 (静岡南 RC)

結婚記念日

該当者なし

佐橋 徹 会長代行

皆様はコー ヒー と紅茶で

はどちらをお好みで しょう

か ?

19世紀の中ごろの コー

ロッパ、特に英国では紅茶

が貴重品でブームで した。

アメ リカ植民地の独立戦争

は税金問題にあ りましたが

その一つの象徴にボス トン茶会事件がありました。植

民地支配に反発 して中国から輸入 された船荷の紅茶を

ボス トン港になげ捨てた事件です。またアヘン戦争は

英国が紅茶の代金をアヘンで支払つていたことが要因

となつていたとも言われています様に、当時の紅茶は

高価で社会的にも影響を及ぼす程重要な貿易産品でし

た。

当初、中国の茶葉は東イン ド会社が独 占的に取 り扱

つていて、丁度、今頃 5月 に中国、福建省のアモイを

出港 した帆船は南シナ海、イン ド洋を経て南アフリカ

喜望峰を回つてロン ドンに至る航路を、 1年以上かけ

てのんび りと運んでいました。1834年に東イン ド会社

平成 28年 5月 26日 天候 曇 り

の独占が終了した後には多くの業者がこの事業に参入

しました。一番茶は非常に高価で莫大な利益をもたら

すと同時に、大きな名誉も獲得できるために、彼らは

最新の高速帆船すなわちティー・クリッパーを投入し

て、その速さを競いあいました。次第にレースはエス

カレー トしてロイズ保険会社が高額な賞金を提供した

こともあつて、賭け事好きな英国人の国民的なイベン

トにまでになりました。ちなみにティー・クリッパー

レースの勝利者には「ブルーリボン賞」が与えられま

す。現在、映画賞で聞く「ブルーリボン賞」の始まり

はここにあると言われています。
一年以上かかった日数は、高速帆船によつて年内に

届くようになり、その後も益々早く大量に紅茶がロン

ドンに到着するようになりました。最盛期にはアモイ

から 100日 以内でロンドンに到着する年もあつたと言

われています。このころが世界帆船史上の絶頂期でし

た。

さて、ここから「カティー・サーク」のお話になり

ます。

皆様はよくご存じと思いますが、スコッチウイスキ
ーの名称の「カティー・サーク」はこの時代のティー・

クリッパーの名称です。代表的かつ伝説的で帆船時代

後期の傑作と言われている「カティーサーク」ですが

実は、就航の翌週にスエズ運河が開通し、蒸気船の性

能も格段に進歩し、さらにインド、セイロンのプラン

テーションも確立されてきたためにティークリッパー

レースはすでに下火になっていましたので 「カティ
ー・サーク」は実質的には参加していないこととなり

ます

華々しく海上を走っていた帆船たちは、その後 船

荷を茶葉から羊毛に変えてオース トラリア・シドニー

とロンドンの間を蒸気船に代わられるまで、風を受け

て優雅に帆走していました。

栄光の「カティー・サーク」は現在ロンドン郊外の

グリニッチに展示されています。グリニッチと言えば

子午線が走りGMTが知られています。

《 BGM》

《ゲス ト》

《本日のお祝い》

お誕生 日

該当者なし

《会長代行挨 拶要 旨》
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《来費卓話》

「グローパル補助金プロジェク ト GG L1420328
完了報告 (静岡南RC50周 年記念事業)J

岡村・原田建築設計事務所 所長 原田 喜代彙 様

プロジェクトの概要
ス リランカの地方の 9学校

に安全な飲み水の提供 と衛生

設備 (ト イ レ)の整備を行いま

した。又、当プロジェク トの

維持 と必要な管理資金は学校

当局・教職員・父兄に寄って

賄われ、持続可能な維持管理

が図られます。プロジェク トの受益者は、 9つの学校

生徒・教職員の 9200人余 りです。

プロジェク トに依 る長期的な効果等

この地域の水は硬水 (硬度 30)で長期間の飲用によ

る腎臓障害が懸念 されていました。今回、軟水装置を

設置することにより水質改善を計 り、合わせて水飲み

場も整備 し、生徒の健康保持に寄与 します。

もう一つは、本来整備 されているべき男女が区別 さ

れた衛生的でプライバシーの確保 された トイ レがあ り

ませんで した。これは男子生徒はジャングルで、女生

徒は我慢 し、先生・職員は近隣に借 りに行 くとい うこ

とでした。衛生的な トイレを各校 1棟ずつ整備 したこ

とにより、学校周辺の衛生改善、女生徒の健康、先生・

職員の利便が計られ、近隣への迷惑も解消されるであ

ろうと思います。 (但 し2000人規模の学校には便器数

が十分ではないかも知れないと感 じています)

来年度は三島 RCへ 引継ぎまして、同様の整備を 6

校行な うことを予定 してお ります。

《スマイル報告》

柴田啓之助君   6月 9日 出産予定の孫が、 5月
24日 に早産ですが無事生まれたこ

とに感謝 してスマイル。

川 口 尚宜 君 5月 22日 に結婚記念のお花を頂

きあ りが とうございま した。結婚

12年にな ります。 5月 22日 に結婚

式を挙げた教会に行つてきました。

お花が好 きな妻が喜んでお りま し

た。今年も無事結婚記念 日を迎えら

れたことに感謝 してスマイル しま

す。

国際奉仕グループとして、今年度

事業である人道的プロジェク トを

代表 して推進いただいた原 田様 を

お迎えしてスマイルいたします。当

クラブだけではこのような素晴 ら

しい事業はできません。感謝 してス

マイルいたします。

本 日 15ヶ 月の工期を経てメイン

パーキングが建て替えオープンい

たしました。河野会員には近隣の苦

情対応な ど大変なご苦労をおかけ

いたしました。皆様のご協力に感謝

しスマイル します。

松坂屋パーキングエ事のご用命

誠にありがとうございました。

静岡南 RC原田喜代美様の来訪 と

卓話に感謝 してスマイル します。

川 日 尚宜 君

小山 真人 君

河野 雅一 君

望月 康弘 君

原田 喜代美君

(静岡南 RC)

《トイレのオープン》

《オープニングセレモニー》

t

《水飲み場のオープン》

≪出席報告》
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

5/26 52(48)

5/19 52(48) 17

5/12 51(48) 7 2 95 83%

く会報作成〉佐久間 武


