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『会長としての一年間を振り返って』『会長としての一年間を振り返って』『会長としての一年間を振り返って』『会長としての一年間を振り返って』    

『花は咲く』をテーマソングに歌ってきました当

大手前 RC31 年度もいよいよ終わりを迎えまし

た。会長として無事に一年の任期を全うし、今日

の日を迎えることができましたのも、偏に長谷幹

事、各委員長や会員の皆様のご協力のお蔭と感謝

しております。 

故田村先生はじめ、多くの｢先輩方の意志や思

い｣を引き継ぎ、30 年の｢良き伝統｣を次の世代に

継承していかねばならないという強い思いで会長

職を務めて参りました。 

本年度の活動方針『KEEP THE SPIRITS、

CREATE ROTARYＬIFE ! 』『奉仕の理想を実践

し、心豊かなロータリーライフを！』は、様々な

活動を通して、会員の皆様方に浸透し、そして委

員長を中心に各委員会の熱心な事業に対する姿勢

には充分に誇れるものがありました。まさに『良

き伝統』が既に継承されていることを実感いたし

ました。 

１）『奉仕の理想の実践』は、会員研修会で資質を

培い、拡大 CLP委員会を行い、クラブフォーラ

ムに諮り、各委員会の奉仕活動や行事を確認し、

皆で参加していくことに努めました。成果とし

て、FVP初プロジェクトの成功（視覚特別支援

学校へ拡大読書器 2 台贈呈）、ICS で台南 HIV

施設へソーラー発電給湯器贈呈、東日本震災復

興支援(Be-Oneプロジェクト支援開始)、福島県

産コシヒカリ IM6 組へ共同購入を実現、百齢

RC記念例会へ 20名参加、ホームページ刷新委

員会設立、週報の H.P掲載などがあります。 

２）『心豊かなロータリーライフを！』は、人生が

立記念例会へ百齢 RC23名来阪、松柏学園バー

ベキュー大会、里山事業、ボランティアを励ま

す会等、女子会やゴルフ会、どれも心温まり、

自分自身の人生を豊かにしてくれる事業でし

た。 

３）会員維持増強は 2 名の退会はありましたが、

朝槻真紀子新会員と中田圭子新会員の 2名が入

会、前田総支配人の後は副総支配人の松田義則

新会員を迎える予定で、実質の増減はゼロとな

り充分に会員維持ができたことになりました。 

今後の発展には、『ロータリーライフを楽しくで

きること』、『身の丈に合った運営』、『公共イメー

ジの向上』が必要です。ホームページ刷新委員会

に期待するところも大きいと思います。 

最後になりましたが、毎回の『日本の建築』と

『現代の建築』のご清聴ありがとうございました。 

最終例会が 1500 回の記念日というありがたい日

と重なり、誠に光栄に思います。 

本当に充実した一年間でした。ここまで来られた

のも、会員皆様さらに事務局黒田さんそして長谷幹

事のお蔭だと感謝しております。皆様方のご指導ご

協力に改めて深く感謝し、当クラブの発展を祈念し

て最後の挨拶に代えさせていただきます。 

ロータリー精神や奉仕活

動の中に包含されて行く

ことを目指し、充分に心豊

かな成果が出てきたと思

います。例えば(『伊勢神

宮』へ親睦家族旅行、クリ

スマス家族会、料亭・天王

殿にて親睦家族会、百齢

RCへ交換留学生派遣、創

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2014 年 6 月 27 日 第 1500 回例会 
ロータリー親睦活動月間 

    2012012012013333－－－－2012012012014444 年度年度年度年度        

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    ロンロンロンロン    ＤＤＤＤ....バーバーバーバートントントントン    

ENGAGE ROTARY CHANGE LENGAGE ROTARY CHANGE LENGAGE ROTARY CHANGE LENGAGE ROTARY CHANGE LIVESIVESIVESIVES    

ロータリーを実践しロータリーを実践しロータリーを実践しロータリーを実践し    みんなに豊かな人生をみんなに豊かな人生をみんなに豊かな人生をみんなに豊かな人生を    

                                                                                                        KEEP THE SPIRITSKEEP THE SPIRITSKEEP THE SPIRITSKEEP THE SPIRITS    CREATECREATECREATECREATE    ROTARYLIFE !ROTARYLIFE !ROTARYLIFE !ROTARYLIFE !    本年度 クラブのテーマ 

会長会長会長会長    大蔭大蔭大蔭大蔭    政勝政勝政勝政勝    



先週先週先週先週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 1名   会 員 数  34名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   6名  

 国内ゲスト  1名   会 員 出 席  18名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席 10名 

<6 月 20 日の出席率 69.70％>  

Make up を含む 5/30 の出席率 85.19％ 

・次週 27 日の最終例会は夜例会です。開始時間

は 5 時 30 分からですのでお間違いのない様に

お願いします。 

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢君が代君が代君が代君が代｣｣｣｣｢奉仕の｢奉仕の｢奉仕の｢奉仕の理想｣理想｣理想｣理想｣♪♪♪♪    

････お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢一人一人が輝くことでクラブ全体が輝き、社会一人一人が輝くことでクラブ全体が輝き、社会一人一人が輝くことでクラブ全体が輝き、社会一人一人が輝くことでクラブ全体が輝き、社会

を照らす存在となろうを照らす存在となろうを照らす存在となろうを照らす存在となろう｣｣｣｣    

会長会長会長会長    金髙金髙金髙金髙    好伸好伸好伸好伸    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「幸福幸福幸福幸福」」」」    

･最終例会･最終例会･最終例会･最終例会（（（（17171717：：：：30303030～～～～    ））））    

･懇親会･懇親会･懇親会･懇親会（（（（18181818：：：：00000000～～～～    ）））） 

皆さんこんにちは、台北百齢 RC 公式訪問では

20名の参加協力ありがとうございました。まずも

ってお礼申し上げます。本日は大阪中央 RC から

辻幸雄様、ようこそおいで下さいました。最後ま

でごゆっくりとご歓談ください。そして岡田会員

のご紹介で本日の卓話者、元サッカー日本女子代

表監督の鈴木保様をお迎えしております。今朝の

ワールドカップは引き分けで残念でしたが、‟なで

しこジャパン”のお話楽しみにしております。 

台北百齢 RC 公式訪問では、皆様のおかげで、

大いに盛り上がり姉妹クラブとして相互の交流が

本当に履かれたと思います。(中略)TOTO 会長様

よりも皆様に宜しくとのことでした。 

さて一年間に亘って『日本の建築』・『現代の建

築』のお話をしてまいりましたが、本日は最後と

なります。 

 

 

 

『日本の建築』では、第 62 回式年遷宮の伊勢

神宮に始まり、大阪の建築家・村野藤吾まで、現

代建築では新国立競技場コンペで最優秀賞を勝ち

取ったザハ・ハディッドに始まり伊藤豊雄、隈研

吾、安藤忠雄、SANAA、今年プリツカー賞の坂

茂の作品等をご紹介いたしました。(中略)現在日

本建築家の活躍が世界で求められています。私達

の和の文化の精神性は、洗練された建築空間とし

て、今世界が必要としているのかもしれません。 

 

 

 

『日本の建築』：1．伊勢神宮 2．出雲大社 3．流 

造 4．法隆寺 5．薬師寺と裳階 6．塔：ストウー

パ 7．帝国ホテル特別展 8．「木割り」9．城郭建

築 10．安土城の復元論 11．寝殿造 12．：書院造の

はじまり慈照寺・東求堂・同仁斎 13．大仏様(天

竺様)大仏殿の創建と 2 回の再建 14．禅宗様(唐

様)15．和様(鳳凰堂)16．折衷様 17．鎌倉は様式革

命 18．楼閣建築 19．茶室 20．数寄屋風書院(桂離

宮)21．権現造り(日光東照宮)22．東京駅・辰野金

――――    臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録    ――――    

吾 31．関西の竹田五一 32．大阪倶楽部と安井武

雄 34．渡辺節 35．村野藤吾 

『現代の建築』：1．新国立競技場 2．ノーマン・

フォスター3．伊東豊雄 4．レンゾ・ピアノ 5．坂 

茂 6．SANAAサナア 7．ル・コルビュジエ 8．ミ

ース・ファン・デル・ローエ 9．ルイス・カーン

10．世界の丹下健三 11．磯崎 新 12．隈 研吾

13．光井 純 14．安藤忠雄 

一年間、ご清聴ありがとうございました。 

・18日水曜日に次年度 3クラブ合同社会奉仕事業

についての打ち合わせが太閣園で開催されまし

た。11 月 27 日合同例会の前週、前々週あたり

で餅つき大会のお手伝いをさせて頂く案が出て

おります。 

・本日、7 月度の定例理事会を 18:30 ジャスミン

ガーデンで開催です。出席義務の会員の方、時

間、場所お間違え無いようにお願いします。 

 ◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム    ◎次◎次◎次◎次週週週週((((7777 月月月月 4444 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

7777 月月月月 4444 日の日の日の日の例会場例会場例会場例会場    

帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪4444階｢階｢階｢階｢牡丹牡丹牡丹牡丹の間｣の間｣の間｣の間｣    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

日 時：2014年 6月 20日(金) 

審議議案： 

1．親睦活動委員会より別紙の通り最終例会の予算

について承認。 

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



長谷・・・台北お疲れ様でした。河野国際委員長

ありがとうございました。鈴木様の卓

話楽しみです。私事ですが、大切な方

が亡くなりました。淋しくなります。 

金髙・・・台湾訪問ごくろう様でした。本日、次

年度理事会よろしくお願いします。 

木村・・・何もありませんが！ 

北村・・・早退、次回最終例会欠席のおわび。 

小林・・・台北へ行かれました皆様、おつかれさ

までした。 

河野・・・台北に行かれた皆様、お疲れ様でした。

そしてありがとうございました！ 

中村(匡)・台北行の皆様、ご苦労様でした。 

岡本・・・日本代表引き分けでした。残念です。

最終戦に期待！ 

大蔭・・・台北へ 20 名参加ありがとうございま

した。本当にすばらしい交流ができた

と思います。 

田中(健)・来週はお休みします。よろしく。 

山本(依)・台北では皆様、大変お世話になり有難

うございました。岡田さんの代理卓話、

楽しみにしております。 

――――    先週の卓話先週の卓話先週の卓話先週の卓話    ――――    

｢なでしこジャパンから学ぶ継続力｣｢なでしこジャパンから学ぶ継続力｣｢なでしこジャパンから学ぶ継続力｣｢なでしこジャパンから学ぶ継続力｣    
元サッカー日本女子代表監督元サッカー日本女子代表監督元サッカー日本女子代表監督元サッカー日本女子代表監督    鈴木鈴木鈴木鈴木    保氏保氏保氏保氏    

((((岡田岡田岡田岡田    耕平会員紹介耕平会員紹介耕平会員紹介耕平会員紹介))))    
本日は、今の日本女子サッカー日本代表チーム、

通称｢なでしこジャパン｣が誕生するまでの歴史に

ついて、簡単に話をさせて頂きます。 

まだ今の Jリーグが無い時代に、自分も社会人

リーグでサッカー選手としてプレーしていまし

た。引退後、元サッカー日本代表監督の加茂周氏

のもとでコーチ学を学び、1989年日本女子サッカ

ー代表監督に就任し、約 7 年間務めました。その

頃の女子サッカーは認知度も低く、殆どの選手が

昼間は通常に働いて、夜や休日に練習をしていま

した。正社員だと練習時間が取れないという理由

でアルバイトで生計を立てている選手もおりまし

た。また社会人リーグのチームも、人気がない為

クラブの閉鎖が相次ぎ、チームを転々とする選手

も多数いました。 

皆さんよくご存じの澤穂希選手を、15歳で初め

て日本代表選手として選出した時、彼女はまだ学

生でしたが素質には光るものがありました。今で

は FIFA ランキング 3 位のなでしこジャパンも、

こういった苦しい時代を経て現在に至っているの

です。 

澤選手のことばには印象に残るものがありま

す。｢夢は見るものではなく、かなえるもの｣｢自分

の姿を後輩にみせる｣｢サッカーの神様などいな

い、自分だけ｣｢自分たちが基盤になっていこう｣

｢相手に対するリスペクトを忘れない｣などです。

東日本大震災の時、なでしこジャパンは｢日本を勇

気づける為に戦う｣と決めて試合に臨みました。今

ワールドカップに出場している男子にはそれらが

足りないかもしれません。我先に｢オレがオレが｣

ではなく、誰かの為に戦うことも大切かもしれま

せん。 

・国際奉仕委員会・国際奉仕委員会・国際奉仕委員会・国際奉仕委員会    

委員長委員長委員長委員長    河野河野河野河野    裕一裕一裕一裕一    

台北百齢 RC27 周年記念例会に参加された皆

様、お疲れ様でした。皆様のお蔭で本年度最後の

国際奉仕委員会の行事を無事、終えることが出来

ました。ホテルもよかったですし、トラブルも皆

様からの苦情もなく、全員無事帰国でき本当によ

かったです。参加された皆様、有難うございまし

た。 

また、7月 13日からは百齢 RCから 3名の留学

生が来ます。次年度も変わらぬ皆様のご協力をお

願い致します。 

・次年度国際奉仕委員会・次年度国際奉仕委員会・次年度国際奉仕委員会・次年度国際奉仕委員会    

委員長委員長委員長委員長    三木三木三木三木    元昭元昭元昭元昭 

先日台北パイリン RC の記念例会にて、短期留

学生の件で打合せしましたことを報告します。 

留学生大阪到着 CI156便 ETA KIX 12：00  

7月 13日 

留学生：DAVID Junior  王聖栄(父親 DAVID) 

ERIC     葉東翰(父親 GEORGE) 

JENNY       宋品萱(父親 JAMES) 

Rotarian：President ANDREＷ 

日本担当  ALBERT 

父親    GEORGE(ERICの父親) 

宿泊：留学生は到着後、大阪中津のサンプラザ臨

界へ 

パイリンロータリアンは、日航ホテルにて

宿泊 

帰国 

14日：ANDREW CI173便 KIX発 18：50 

15日：ALBERTと GEORGE CI173便 KIX発 

18：50 

WELCOME PARTY 

日時：7月 13日(日曜日) 18：00  

場所：まるまん寿司、OAP 

以上のような予定にて、留学生・ロータリアンが

来日、ウェルカムパーティー、その後帰国されま

す。国際奉仕委員会の委員をはじめ、大勢の大手

前ロータリアンの参加およびアテンドよろしくお

願いします。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥33333333,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥2222,,,,000004040404,490 ,490 ,490 ,490 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱報告報告報告報告    ――――    

――――    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    ――――    



――――    台北訪問台北訪問台北訪問台北訪問報告報告報告報告そのそのそのその 1111    ――――    

国際奉仕国際奉仕国際奉仕国際奉仕委員長委員長委員長委員長    河野河野河野河野    裕一裕一裕一裕一    

台北百齢 RC27 周年記念例会に出席する為、6

月15日(日)から17日(火)の日程で台北に行って来

ました。 

6月 15日、お昼に台北桃園空港に到着、今年も

多くの百齢 RC 会員の方々に出迎えて頂きまし

た。記念撮影後バスで移動、昼食はシェラトング

ランデホテルの台湾で代表的な牛肉料理の牛肉麺

国際国際国際国際奉仕奉仕奉仕奉仕副委員長副委員長副委員長副委員長    三木三木三木三木    元昭元昭元昭元昭    

 今回の台北パイリン RC への訪問は印象深い旅

になった。ウェルカムパーティー、記念例会は勿

論だが、また行くのかと思った台湾総督府の見学

が記憶に残った。それは案内してくれたガイドの

上手な日本語での説明が簡潔で解りやすく、自国

のことも日本ことも勉強されていて大変私たちが

勉強になりました。 

総督府の建物は韓国では、取壊されてしまった

が台湾では保存され、いまでも台湾総統府として

使用されている。この歴史的な建物は当時の日本

の代表的建築家辰野金吾の弟子長野宇平治の基本

デザインが一等なしの二等として採用された。設

計料は当時で 5 万円、今の値段にすると 5 万×1

万倍で 5 億円となる。建築価格を正確に覚えてい

ないが大変な価格だったようです。建物は日本の

｢日｣をデザインして建てられた。 

日本の統治は 1895年から 1945年の 50年間で

総督は初め主に陸軍の武官がのちに文官がなっ

た。HIRO先生によると後藤新平(総督ではなく、

総務長官)がよく社会資本いわゆる、インフラを充

実させた。教育機会も平等にみんなに与えた。で

も、日本が統治中あちこちで反乱が起こりいいこ

とばかりではなかったことは当然ですが、初めて

知りました。 

高級ウーロン茶で有名な阿里山は、檜の大木で

も有名ですがその檜が伐採され日本まで運ばれ神

――――    台北訪問台北訪問台北訪問台北訪問報告報告報告報告そのそのそのその 2222 総督府総督府総督府総督府    ――――    

(ニュウロウメン)を御

馳走になりました。 

その後、ホテルまで

送って頂き、夜のウェ

ルカムパーティーま

この日は夜遅くまで皆楽しみました。 

6月 17日、お昼、チェックアウト後、圓山大飯

店で台湾料理を御馳走になりました。その後、空

港まで送って頂き、無事帰国いたしました。 

台北百齢 RC の会員・家族の方々には到着から

出発まで、本当にお世話になり感謝の気持ちでい

っぱいです。私たちの受けたホスピタリティを同

じように百齢 RC の方々にお返しできるよう、台

北から来られた際には心からのおもてなしをした

いと思います。 

の方々と一緒にもう一度｢花は

咲く｣を大合唱させて頂きまし

た。聞いていても、歌っていて

も、本当に感動するいい歌だと

改めて思いました。祝賀会終了

後は会長主催の 2次会を開催。

で少し休憩。ウェルカムパーティーは百齢 RC の

姉妹クラブがあるフィリピン、日本、韓国、香港

から多くの会員・家族が参加、また百齢 RC の会

員・家族も大勢参加され、賑やかでとても楽しい

6月 16日、朝、ホテルを出発し総統府へ。約一

時間、ボランティアガイドの日本語での解説に皆

聞き入っていました。昼食は台湾料理を御馳走に

なりました。 

パーティーでした。終

盤には、ほぼ全員での

踊りながらの行進、ダ

ンスと大変盛り上が

りました。 

は台北百齢合唱団が｢花は咲く｣を熱唱。心のこも

った歌声に皆感動しました。すぐにアンコールの

声が。大手前 RC の全員も壇上にあがり、合唱団

記念例会は 18時

から始まり、姉妹ク

ラブの挨拶で大蔭

会長が祝辞を述べ、

記念品を贈呈いた

しました。祝賀会で

 

 



――――    直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定    ――――    
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宿泊先についてひとこと！今回の宿泊は、長年

使っておりましたリージェントから、日本資本の

オークラに変更しました。まだオープンして 1 年

半ということもありまして、全体に新品の匂いが

残っておりました。また 20Fには日本式大浴場と

トレーニングルーム、21F には屋外プールなどが

完備されておりました。 

社に使われました、明治神宮の 2 番目の鳥居の西

側(記憶が確かか不明)には阿里山から檜の説明が

あるそうです、また神社には 3段階あり神宮、大

社、神社の順だそうです。ご存知でしたか？ 

中華民国を承認している外国政府は今 22か国、

それも台湾が経済的援助をしている国がおもで中

南米他の小国ばかりです。現在中国は台湾に向け

1200機のミサイルを設置している。一機で十分な

のにとガイドはいわれました。 

台湾の歴史を知るにつれて、いま台湾の若者が

知識を世界に求めグローバル化につとめているの

が分かります。アジアでの日本の存在を再認識し

ました。この見学を通じて 15 日の午前を有意義

なものにしていただいたパイリンロータリアンの

皆様と、名前を聞かなくて残念でしたがガイドさ

んに感謝します。 

ICSICSICSICS 委員長委員長委員長委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

大阪大手前RCから参加された20名の会員とご

家族の皆さん其々の感激と思いがあり、感想文が

投稿されると思います。私は今回の訪問で、あら

ためて感じた事として、式典の進行に当たって一

つ一つを非常に丁寧に扱っている、当クラブとし

て学ぶ点が多々あると思いました。 

その一つにビジターの紹介があります。姉妹ク

ラブ・友好クラブは勿論、かつてクラブを共にし

た友人達を丁寧に紹介されていました。開場前の

ドリンクタイム、入退場時の接遇。各クラブ会長

による祝辞紹介の仕方。20 周年、30 周年といっ

た大きな記念式典と同じ様に丁寧に進行されてい

１．短期留学生について、講座開始は 7月 14日(月

曜日)～8月 8日(金曜日)の 4週間です。 

来阪予定はつぎのとおりです。 

留学生大阪到着 CI156便 ETA KIX 12：00 

7月 13日 

留学生：DAVID Junior 王聖栄(父親 DAVID) 

ERIC     葉東翰(父親 GEORGE) 

JENNY        宋品萱(父親 JAMES) 

Rotarian：President ANDREW 

日本担当  ALBERT 

父親    GEORGE(ERICの父親) 

宿泊：留学生は到着後、大阪中津のサンプラザ臨

界へ 

   パイリンロータリアンは、日航ホテルにて

宿泊 

帰国 

14日：ANDREW CI173便 KIX発 18：50 

15日：ALBERTと GEORGE CI173便 KIX発  

18：50 

２．留学生が当地区滞在中のアテンドについて、6

月 20 日の次年度理事会において次のように

きまりましたので、ご報告します。 

4 週間あるので各週を 4 つの奉仕委員会に接

遇の担当を振り分ける。 

第１週(月曜日~日曜日) 国際奉仕委員会 

第２週        親睦活動委員会 

第３週        職業奉仕委員会 

第４週        社会・青少年奉仕委員会 

接遇が重ならないように、日時・場所が決まれば

必ず行先を事務局か三木に連絡してください。予

定表は事務局と三木とが持っています。 

３．ウェルカムパーティー下記のように計画しま

すので、奮ってご参加ください。 

日時：7月 13日(日曜日) 18：00より 

場所：OAP，丸万寿司 

費用：￥6,000 

・・・・7777 月月月月 18181818 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

8月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・8888 月月月月 8888 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

9月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢梅の間｣) 

・・・・9999 月月月月 11112222 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：00000000～～～～    

クラブ協議会(ガバナー補佐ご臨席) 

   (帝国ホテル｢部屋未定｣) 

――――    台北百齢台北百齢台北百齢台北百齢RCRCRCRC短期交換留学生につい短期交換留学生につい短期交換留学生につい短期交換留学生についてててて    ――――    

た事。次の当クラブに活かすためにも整理・記録

しておきたいと思います。 

――――    台北訪問報告その台北訪問報告その台北訪問報告その台北訪問報告その 3333 宿泊先宿泊先宿泊先宿泊先    ――――    

――――    台北訪問報告その台北訪問報告その台北訪問報告その台北訪問報告その 4444    ――――    



あいにく日曜日で

したので銀行も休み。

ゆっくり他国のロー

タリアンと共に中央

駅に向い最新式の二

階建て電車でオリン

11 時 30 分と遅い開会式だったのですが ANZ(オ

ーストラリアニュージーランド銀行)スタジアム

に入ったのがギリギリです。 

中之島の連中とは結局開会式が終了した時に合

流しました。18,000人の参加者との事ですが、シ

ドニー国際大会委員長のマーク・ダニエル・マロ

ニーの聞き易い英語(アメリカ人)の司会のもと、

“グッダイ”とロータ

リアンに会えば挨拶

しようと軽妙なタッ

チで進行しました。

やはりアボリジニー

――――    国際大会報告国際大会報告国際大会報告国際大会報告    ――――    

佐々木佐々木佐々木佐々木    宏宏宏宏    

大変遅くなりましたが、六月一日のオーストラ

リア大会の報告を致します。バンコク、リスボン、

シドニーと三回続けて国際大会に出席して参りま

した。 

今回はシンガポール航空で、三日ほどマレーシ

アでリラックスして、息子のいるシンガポールで

少し用事を済ませて五月三十一日夕方シドニーに

入国しました。久しぶりのシドニーで、あいにく

インドネシアで火山が爆発しているとの事で 40

分ほど遅れ到着。タクシーでダーリングハーバー

のホテルに向いました。今、オーストラリア$が高

いので訪問する人は大変と思います。私は安い

AU＄を現地で預金していますが、それでもインフ

レ率は高そうで、コーラのペットボトルが 4$近く

しています。近くの中華街で遅い夕食を食べて翌

日に備えました。 

三回とも中之島R.Cのグループに加わるとは思

ってもみなかったのですが、今回も会場で待ち合

わせる事となりました。 

ピックパークに約 30 分で到着しました。公共機

関は全て無料ですが、登録料が高いのが少し頭に

きます。(一人 35,000円)全くプレレジストレーシ

ョンの対応は最低で

す。長蛇の列です。ど

この国に行っても日

本人の全ての面で機

能的、実用的な対応に

は感心させられます。

のダンスから始まり、やはり首都です。アボット

首相が又オーストラリアの英語で歓迎の辞を述べ

ました。そして余興はヒューマンネイチャーとい

うオーストラリア出身の 4 人組ボーカルグループ

です。スタジアム全体を魅了するハーモニーには

約 1時間陶酔しました。 

さて、一番感動する

フラッグセレモニーで

す。でも今回は少し日

本人の歓声が少なかっ

た様に思えます。 

中之島 R.C の皆さんと

友愛の家での散策です。私は大きなロータリーバ

ッチを買って会社のトレードマークの象の置物も

買ってきました。 

ホテルで休息し、夕食の出発

です。18時 30分からブルーエ

ンジェルというレストランでロ

ブスターとクラブの暴れ食いで

す。その上、オージービーフま

でついて堪能しましたが、残念

ながら少しレフトオーバーしたのが未だに夢に出

てきます。 

中之島の皆さんが朝早く到着したので眠かった

のだと思います。翌日は私も初めてのブルーマウ

ンテン国立公園に出発しました。シドニーは何回

も来ているのに訪問していない名勝地で都市から

50km離れた避暑地です。 

壮大な山並、岩、そし

て自然をプレザーブさ

れた景観に圧倒され

て、その後夕刻飛行場

まで送っていただい

て、シンガポール経由

にて翌日 9時に関空に無事帰国しました。 

来年はブラジルです。少し治安が心配ですが中之

島 R.Cのメンバー8人が参加との事で私も出席す

る予定です。 

オーストラリアのビ

ザがとれたので、シ

ドニー・サンティア

ゴ経由で行こうかと

今から計画していま

す。 

一度国際大会に出席されますと病み付きになりま

すよ。ご用心！！ 
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