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遠軽ロータリークラブ

第２９１４回 通常例会記録

THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

本 日 の プ ロ グ ラ ム

日時：2019年 4月 4日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン２Ｆ
司会：上田
稔 ＳＡＡ

2019年 4月11(木) 12:30～

会員卓話：片石

遠軽高等高校ＩＡＣ顧問
インターアクトクラブ員

◇本日のビジター

名越 美英
中原 美律

忠洋 君

親睦活動委員会

次 回 の プ ロ グ ラ ム

★開 会 点 鐘 ：遠藤 利秀 会長
★国
歌：君が代
★Ｒ ソ ン グ ：奉仕の理想
★四つのテスト：石井 朋子 君

◇本日のゲスト

＜母子の健康月間＞

2018 ～2019

国際ロータリー 第２５００地区 第４分区

2019年 4月18(木) 18:00～

夜間例会：懇親会
親睦活動委員会

教諭②
さん③

山市 喜雅 第4分区ガバナー補佐(紋別港RC)①

会長報告 遠藤 利秀 会長⑤

年度が変わり平成31年度がスタートしました。た
だ、4月1日に新元号が決定し5月1日から新元号に移行
することから平成31年度といわれるのは僅か1か月だ
けということになります。
「希望に満ちあふれた新しい時代につながるような
元号にしたい」という思いのなかで選定作業が進んで
いましたが新元号は「令和」に決定しました。
「令和」は万葉集から引用したもので「人々が美し
く心を寄せ合う中で文化が生まれ育つ」という意味が
込められているそうです。個人的には、音の響き・字
面ともにとても良いと思います。
明治以降、改元は天皇の逝去に伴う皇位継承時に行
われてきましたが、今回は天皇陛下の退位による改元
ということで、国民のご苦労様でしたという思いの
中、また明るい雰囲気の中で行われるのも良かったの
ではないかと思います。
私は一昨日、新年度になったばかりのこの時期に毎
年恒例となっている人関ドックに行ってきました。20
年通っていて初めて「精密検査の必要あり」の結果を
いただきました。年齢を重ねるとともに体にガタが出
てくるのは仕方がないことだと思います。この結果を
しっかり受け止めて早めにケアーをすることが大切な
ので近いうちに精密検査を受けてくる予定です。皆さ
んも健康管理には十分注意をしてください。

幹事報告 東海林 勉 幹事

１．理事会報告 a. 4月の例会プログラム
4日 会員卓話 加藤幸徳君
本日のプログラム
11日 会員卓話 片石忠洋君
18日 夜間例会 ／25日 会員卓話
b. 補助金申請：今回は申請しない
c. 親睦活動委員会の日ハム応援ツアーに予算計上承認
２．2019-20年度 地区資金予算（案）について4月26
日の会長エレクト研修セミナーで「次年度地区予算
案の審議上程並びに採択」を行う。
３．米山学友による第二回世界米山大会【絆 in モン
ゴル2019】の案内。本年7月27、28日開催。
４．東京東江戸川RC（第2580地区) 創立50周年記念
誌が届く。昨年8月23日例会で“END POLIO NOW”
の講話をして頂いた嶋村文男様のクラブから。
５．今月のロータリーレートは110円です。

ごあいさつ・委員会報告

◇山市 喜雅 第４分区ガバナー補佐①

5月11日、紋別で開催のＩＭのご案内に参りまし
た。多くの皆様のご参加をお願いします。

◇藤田 禮三 地区インターアクト委員長

今年度の海外研修は3月25日～28日の3泊4日で韓国
ソウル市に行ってきました。参加インターアクター12
名と私、名越先生、そして通訳の金道詠先生の3名で
3650地区ソウル梨花女子大付属高校でインターアクト
クラブと交流をしました。5月の地区インターアクト
大会には実行委員会を中心にご協力を宜しくお願いし
ます。今日はクラブの支援で参加した名越先生と中原美
律さんがお礼の挨拶に来ました。

◇名越 美英(よしひで)

顧問教諭

この度の短期海外研修へのご支援ありがとうござい
ました。おかげさまで12名の生徒たちと私自身は貴重
な体験をすることが出来ました。

◇中原 美律(みのり) さん

今回の韓国への研修旅行でいろいろなことを学べて
嬉しかったです。ありがとうございました。

◇乾

淳

親睦活動委員会

・今月の結婚記念日おめでとうございます。
髙橋義詔君⑥
佐久間英昭君⑦
伊藤幸雄君
・今月の誕生日おめでとうございます。
④
照井勝巳君
伊藤幸雄君
上田 稔君④
高井一博君
【名前後の○数字は写真とその中の番号です】
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本日のプログラム 会員卓話
約40年前の海外旅行について

加藤

幸徳

君

昨年2019年は、外国人入国者数は約3,010万人、過去
最高。日本人出国者数は約1,895万人、過去最高
2020年の政府の目標は4,000万人の外国人観光客を目
標としています。
2017年、海外からの旅行者が2,800万人。出国した日
本人は1,700万人でした。
2015年、外国人入国者1900万人、日本人出国者1,600
万人でこの年に入国出国の人数が逆転しています。
JALパックを思い出す方もここにいらっしゃると思いま
すが、あのカバンが懐かしいですね。
約39年前の1979年5月から1980年4月まで11ヶ月間の
旅行について話をいたします。
成田空港が1978年に開港して一年後、1979年は外国人
入国者110万人、日本人出国者400万人。空港の前でバス
を降りて荷物を検査されてから空港に到着していました。
アルバイトで貯めた30万円を持って、日程や旅程を決
めずに、1年オープンの航空券をもってイタリアのローマ
に入国してから約1年ヨーロッパ、アフリカ、中近東を回
りました。航空券は20万円ほどの記憶があります。
その１ ピラミッド登頂
エジプトは賄賂が効く国でした。ピラミッドに登るの
は禁止されていますが、警察官にお金を払うと見逃して
くれました。当時で100円程度の賄賂と思います。ただ
し、カイロで泊まっていたホテルが300円程度でした。
紀元前2560年頃に建設されたクフ王の墓の高さは現在
高さ138.74m（もとの高さ146.59m）、底辺230.37m、勾
配51度50分40、容積約235.2万立方メートルで、平均2.5t
の石灰岩を約270万-280万個積み上げたと計算される。
今から4500年前のものと考えると、改めて偉大さに感
激します。2時間かけてピラミッドの頂上に登りました。
一つ一つの石は、下にある石で高さ1.2mほど、うえに
ある石で1mほどでしたので、一個一個の石をよじ登って
いくことになります。頂上は石がなく平坦で、広さは20
ｍ×20ｍぐらいの広さでした。掘った落書きが多数あ
り、年代も1800年代からありました。昔からどこでも記
念に落書きするのだなあと思いました。
カイロを後にルクソール、アスワン、ワジハルファ、
スーダンのハルツームと南下しました。

出席報告

須藤順一
出席委員長

例会日
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その２ ベイルートは内戦状態
飛行機でレバノンのベイルートに入る事に決めしまし
た。同宿の人にはそこは内戦状態で危ないから止めたほ
うが良いと言われました。でも飛行機が飛んでいるぐら
いだから、何とかなるさと思い、ハルツーム空港からベ
イルート空港まで飛行機で飛びました。
空港に降りて、入国審査が終わり、空港ビルを出ると
バスなどの公共機関は内戦でないから、タクシーで日本
大使館に行きました。大使館員がどうしてベイルートに
やってきたか心配そうに相談に乗ってくれました。ま
ず、ホテルは大使館で手配するので、そのホテルに滞在
すること。国外退去命令が出る場合があるので、指示に
従ってその際は退去すること。その二点を言われ、大使
館の車でホテルに届けてくれました。
ベイルートで内戦中も営業していた日本レストラン東
京に夕食を食べに行ったところ非常に歓迎されて、ベル
ギー人のご主人と日本人の奥様の息子さんに日本語を教
えてほしいということで、一か月滞在することになりま
した。短い滞在でしたが、とても不思議な世界でした。
私の滞在は1980年3月の一月でした。普段どおりの何事
もないかのような毎日ですが、内戦をしている。無政府
状態なのに、何か秩序が保たれている。
大規模な戦闘は終息しているが、毎日の小競り合いや
小規模戦闘は継続していました。メインストリートのハ
ムラ通りは東京の銀座のような場所ですが、普段と全く
同じような生活を市民の人はしていました。しかし、交
差点の向こう側の通りには人っ子一人おらず全く車も通
っていない。道のこちら側の喧騒と道のあちら側の静寂
が不気味な雰囲気でした。昼間にはイスラエルの飛行機
が偵察飛行を続けていました。イスラエルがレバノンに
侵攻してくるとのウワサが話されてました。
街の中は、イスラム教シーア派、PLO、イスラム教ス
ンニー派、ドゥールズ教、キリスト教マロン派(カタイー
ブ)、シリア正規軍に分断されており、南にはパレスチナ
人難民キャンプがありました。シリア正規軍が全体をコ
ントロールしていました。西ベイルートと東ベイルート
に分断されており、グリーンベルトがありました。
西はイスラム教、東はキリスト教の民兵が支配してい
ました。グリーンベルトを超える際には検問所がありま
した。豚肉はイスラム教の地区では売っていないので、
日本レストランの買い出しにアルメニア人の人と車で毎
週、東ベイルートに買い出しに行っていました。
一か月滞在後、日本人商社マン(イトマン)の方がシリ
アのダマスカスにタクシーで出張するのに同乗させてい
ただき、今話題のゴラン高原を超えて、ダマスカスへ到
着しました。レバノン内戦は1975年始まり、1990年まで
続きました。
今後もますます、海外の人が観光旅行で日本を訪れ、
我々日本人もいろいろな国に旅行にいく事が増えると思
います。

ニコニコＢＯＸ 乾 淳 親睦活動委員長

渡辺 勉君 結婚記念日
5,000円
髙橋義詔君 結婚記念日
5,000円
佐久間英昭君 結婚記念日
5,000円
2018-19年度合計 427,400円
☆閉会点鐘：遠藤 利秀 会長☆今月会報担当：竹内 徳治 委員
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委員長：加藤幸徳

副委員長：石井定男

3月28日 41
38
26
3 76.3%
委 員：佐久間英昭 本間克明 西 清治
4月 4日 41
38
32
84.2%
竹内徳治 東海林勉
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