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今年度会長テーマ

第2312回例会 2014.6.12

ロータリーを
実践し
みんなに
豊かな人生を

話と和で輪を広げ　ロータリーをもっと身近に

■司会：
　飯田例会運営委員

■会長報告 野村会長

社員教育について
　最近社内で何人か従業員の入退社がありました。
今迄年齢の高い人物を採用して居ましたが、40歳代
の人物をそれぞれ採用しました。以前ニュースに度々
取り上げられていた件で最近聞かなくなった事で、
商品の上に寝そべる写真をインターネットに公開し、
非難を浴びる事件が続出していました事ご記憶でし
ょうか。コンビニのローソンでは、アイスクリーム
が入った冷凍ケースにアルバイト従業員が入っていて、

その店舗はフランチャイズ契約を解除され閉鎖に追
い込まれています。同様にコンビニのミニストップ
では、客がアイスケースに入った写真をネットに投
稿され商品の撤去とケースの入れ替え、購入代金の
返金を余儀なくされたとの事。ハンバーガーキング
では、アルバイト店員が大量のバンズの上に寝そべ
る写真をツイッターにアップ。ほっともっとでは、
従業員が冷蔵庫で寝そべる写真をツイッターに公開。
と言ったように様々なばかげたことをしてニュース
になっていました。スマートフォンやパソコンでア
ップするのでしょうから、年齢的にはかなり若い人
達なのでしょうが常識では考えられない行動のよう
に思います。私にとって最近とても残念なのは、自
宅の近所においしいおそば屋さんで、夜になると立
派な居酒屋になるお店が2店舗ありまして､2店舗とも
同じ経営者で結構繁盛していたのですが、先程例に
挙げた様な事が原因で2店舗とも閉鎖してしまいまし
た。もったいない話です。｢従業員に対する指導徹底
を図り、再発防止に努めます｣と各々の責任者は謝罪
していますが一体何を考えてこのような行動を取る
のか？自己顕示欲か、店に対する嫌がらせなのか？
単なるノリの気分なのか？そういえば有名人のプラ
イバシーをネットで暴露するホテルの従業員も過去
に居ました。今の世の中何が起きるか解らないイン
ターネット社会です。やっていい事といけない事は
キチンと教えるという社員教育は怠らないように徹
底したいものです。

■点鐘：野村会長

■合唱：ロータリーソング
　　　　｢我等の生業｣
◆ソングリーダー：
　野澤会員

■幹事報告 石山幹事
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■インターアクト委員会：
　(次年度)第1回地区インターアクト委員会(顔合わ
　せ＆懇親夜食会)の案内の受理
　2014年6月17日(火)　18:30～
　於　銀座アスター

■職業奉仕委員会：
　2014～15年度｢貴クラブ職業奉仕委員会｣活動方針・
　実施計画の送付のお願いについて
　2014～15年度職業奉仕委員会の活動方針について
　送付
　締切：6月14日(土)

■社会奉仕委員会：
　(2014～15年度)第1回[在京]クラブ社会奉仕委員長
　会議開催の案内
　2014年7月18日(金)　15:00～
　於　ホテルメトロポリタン(池袋)

■国際基督教大学：
　｢東ヶ崎潔記念ダイアログハウス募金｣寄付の礼状
　の受理

■心の東京革命推進協議会：
　｢家族ふれあいの日｣リーフレットの受理と平成26
　年度協議会活動への継続支援及び会費納入のお願い
　リーフレット→回覧します
　賛助会費　￥10,000

■日体桜華高等学校・桜華女学院中学校：
　日体桜華高等学校・桜華女学院中学校の校長交代
　について
　小林 　節 校長→退任 H26.5.23付
　大石 巧造 校長→着任 H26.5.24付

■東京新宿ロータリークラブ(地区大会ホストクラブ)：
　地区大会(2014.2.18～19)記録誌の受理

■出席報告 北久保例会運営委員

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

30 24 0 4 85.71
■前々回メークアップ修正後前々会欠席：5名
■前々回出席率メークアップ修正後：81.48％
■前々会メークアップ者：
　相羽会員：シドニー国際大会
　石山幹事：シドニー国際大会
　中條会員：理事会(臨時理事会)
　野村会長：シドニー国際大会
　野澤会員：シドニー国際大会

◆野村会長、石山幹事：
　　　　　　うっとうしい雨の日が続いておりますが､
　　　　　　週末からは晴れが続きそうです。もうひ
　　　　　　と我慢です。相羽国際奉仕委員長、本日
　　　　　　の卓話よろしくお願いします。山本会員､
　　　　　　先週気仙沼親睦旅行の写真ありがとうご
　　　　　　ざいました。
◆戸澤会員：相羽会員の水曜会ゴルフコンペ、田中さ
　　　　　　ん優勝おめでとうございます。因みに私
　　　　　　はブービーメーカーでした。
◆中丸会員：新しい車を購入しました。なかなか快適
　　　　　　で高速道路等では、ほぼ自動運転が可能
　　　　　　です。
◆山本会員：相羽委員長、国際大会のお話、楽しみに
　　　　　　しています。

西河クラブ管理委員■ニコニコＢＯＸ

■皆出席：
　田中会員(7回目)

■会員誕生祝月：
　飯田会員、清水会員

■令夫人誕生祝月：
　飯田会員

本日のニコニコ合計：   22,000円
　　累　　　計　　：1,348,324円

■委員長報告

■村越次年度
　青少年交換副委員長
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■野澤職業奉仕委員長

　今年度職業奉仕委員会としては研修を主に活動計
画をたてました。ロータリーでの各奉仕活動の中でも、
独特の職業奉仕について入会歴の浅い会員を中心に
勉強会を実施してきました。併せて地区職業奉仕委
員会のセミナーにも参加してきました。

■2013年8月11日　第一回　クラブ研修会
　｢ロータリーとは　基本的な知識について｣

■2013年9月25日　第一回　地区職業奉仕セミナー
　(野村会長、野澤委員長参加)
　｢日本における商人の道と心｣
　｢江戸時代の商業道徳について｣石門心学と現代

■2013年10月3日　職業奉仕月間に因んで　委員長卓話
　｢職業奉仕発生の原点｣－－1

■2013年11月26日　第二回　地区職業奉仕セミナー
　(野村会長、野澤委員長参加)
　｢ロータリー物語｣ポール・ハリスの生い立ち
　｢職業奉仕の思想とロータリーの発展｣

■2014年3月13日　第二回　クラブ研修会
　｢ロータリー物語｣ＤＶＤ鑑賞
　｢職業奉仕の原理と実践｣

■2014年5月16日　第三回　地区職業奉仕セミナー
　会員親睦旅行のため不参加・・・残念

■2014年6月18日　第三回　クラブ研修会、打ち上げ
　｢職業奉仕発生の原点｣－－2　これぞ職業奉仕!!

　以上、ほぼ計画通り実施できたと思います。この
記録を小冊子にまとめ、後日皆様にご配布する予定
です。

　次年度の青少年交換地区の委員会に中條委員長さ
んの代わりに参加してきました。活発な意見が交換
され有意義な会合でしたので報告させて頂きます。

■卓話者紹介：
　相羽国際奉仕委員長

国際ロータリー年次大会に参加して
　今年度の国際大会はオーストラリアのシドニーにて
開催されオンツー・シドニー大会とされました。今年
度は国際ロータリー第2580地区多摩分区としての参加
でした。分区から、ご一緒された参加クラブは当クラ
ブの東京東村山ＲＣより登録者数は8名、東京福生中央
ＲＣより5名、東京秋川ＲＣより3名、東京武蔵村山Ｒ
Ｃより4名と、東京武蔵野ＲＣよりパストガバナーご夫
妻様、福島県白河南ＲＣより福山様の総勢23名で、オ
ンツー・シドニー大会が企画できましたが、直前に当
クラブの戸澤会員と、秋川クラブの法理会員が体調を
崩され参加を断念され、結果は総勢21名の参加者にて、
オンツー・シドニー大会に参加してきました。この企
画には、昨年度2580地区の国際奉仕委員長の戸澤会員
にご指導頂き参加者に喜んで頂ける様に大会参加企画
に努めてまいりました。私も今回のシドニー大会の参
加で7回目の参加になりましたが、私は毎回参加する度、
ロータリークラブの世界大会の参加費用が高いのに不
満があり、もっと安く行けるのではとずっと思ってお
りました。今年度国際奉仕の委員長を拝命し、今まで
の不満を解消したく、昨年の後半の早い時期から、Ｊ
ＴＢや他の観光業者と打ち合わせなど繰り返し見積も
りなども戴き検討しましたが、多少の前後はありまし
たが、やはり世界大会の様な大規模式典となると街を
挙げての規模になりＲＩがほとんど仕切っているせいか、
飛行機や、ホテルなど価格がアップしてしまうようです。
今回も少しは割高でしたが、やはり安心安全を優先し
毎年仕切っていただいているＪＴＢの新井さんにお願
いして参加する事になりました。私は語学など乏しい
ので大勢の方々を引率するには冒険はできませんが、
次年度からの委員長さんにお願いし国際大会の参加費
用は軽減して欲しいと思っております。
　さて本題に入らせて戴きます。パソコンで調べた歴
史を少しお話させていただきます。今回私たちが訪れ
るシドニー世界大会の開催されるオーストラリア大陸
には約5～6万年前からアボリジニ族という原住民が100
万人も住んでいた所に1606年オランダ人が大陸を発見
されイギリス人が1788年に流刑囚人など連れ1500人く
らいでシドニーに上陸され囚人を使って開拓されたよ
うです。ヨーロッパからは1825年にメルボルン上陸し、
徐々に開発されたようです。1851年には黄金が発見され、
世界中から人が集まりゴールドラッシュで賑わい、金
と羊毛で豊かな国になり1880年頃からメルボルンやシ
ドニーは洒落たモダンな都市が開発されて来たようです。
1901年連邦国家が出来5つの州と2つの特別地域によっ
て形成された国で比較的文化が入ってまだ200数十年の
新しい国で街全体が綺麗に区画され街中の建築物も石
造りが多く、とてもきれいな街です。日本のように古
い建物なども壊すことなく古い街並みを保つために道
路に面した建物は部分的に道路面のみを、そのまま残
し奥には高層ビルに立て替え街並みを大切に守ってお
ります。世界でいちばん住みたい都市にメルボルンが
選ばれ2番目にはシドニーが選ばれているところからも
街並みの素晴らしさが伺えます。ただ物価は日本の1.5
倍から2倍近いように思えました。

■卓話

■卓話者紹介：
　村越プログラム委員長

　相羽国際奉仕委員長さんですので、特別にご紹介
することはありません。今日をもちましてプログラ
ム委員長の役目は99％終える事ができます。幹事に
協力いただき無事終える事ができます。ありがとう
ございます。
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●5月28日
　オンツー・シドニー世界大会に参加の為、成田空港
に余裕をもって私達は、野澤ご夫妻とフライト時間の3
時間前に到着しましたが、早、櫻井ガバナーご夫妻な
ど数名がおられ順次野村会長、石山幹事他皆さんが早
めの到着でしたので安心でした。成田空港にて参加者
の皆様より旅行期間中の飲み物代金として、男性
15,000円、女性10,000円を集金させて戴き、現地では
ガイドさんに支払いして戴く事にしました。皆様が早
めの到着でしたので、早々に搭乗手続きを済ませ余裕
を持って、オーストラリア・メルボルンに向け、成田
空港を20:30に出発することができました。メルボルン
までの直行便がなくシドニー空港にて乗継便にて、乗
継時間は2時間20分ほどで、シドニーからメルボルンは
では1時間30分位で到着。

●5月29日
　成田空港を出発してメルボルン空港まで約14時間程
で到着、日本との時差は-1時間です。メルボルンには
現地時間で午前11時30分ごろに到着し、空港にて現地
ガイドの日本人のふみえさんと合流し、バスにて昼食
会場に直行し、昼食後、バスにてホテルへ直行し各自
チェックインし、少しの休憩後バスにてトラムという
路面電車乗り場に行き、市民の足となっている路面電
車を、とても人気のある観光客用に改良したトラム路
面電車のレストランにて楽しい食事を戴きながら市内
観光の後、ユーレカ・スカイデッキ88階からのメルボ
ルンの夜景を満喫することができました。

●5月30日
　オーストラリアは日本の季節とは反対で今から冬に
なっていく時期で落葉樹はほぼ落葉し日本の12月初め
の陽気で朝日の出るのは7時過ぎです。オーストラリア
は比較的に治安の良いところですが、やはり日本の様
ではありません。近くの公園の散歩なども暗い内や一
人歩きは危険なのでと脅され早い時間での散歩はできず、
ホテルにてバイキングの朝食後、妻と街中と公園など
を散歩してきました。オーストラリアの歴史は200年位
ですので街全体が区画整理され綺麗な街になっており
ます。駅舎など石造りの豪華で綺麗です、美術館や公
園なども素晴らしいです。また街並みの掃除なども行
き届いており朝の散歩も楽しくさせていただきました。
　バスにてホテルを9時に出発しメルボルン市内観光に
てフイッツロイ庭園、セントパトリック大聖堂は歴史
的な建物で結婚式を挙げたくても2年以上前でも予約が
困難なようです。世界遺産のロイヤルエキシビジョン
ビルディングとカールトン庭園は1880年メルボルン万
博博覧会の目玉として作られた公園で世界で最も古い
万博会場です。などを見学しフインビクトリー市場な
ど見学し、フードコートにて昼食いろんな食べ物屋が
寄せ合っている為、好きな食べ物を各自が選んで食べ
られるため大勢のお客さんでにぎわっていました。
　午後2時30分ごろからフィリップ島のリトルペンギン
パレードを見学の途中にある、カンガルーとコアラ等
の動物園を見学の予定に入れて戴き可愛い動物たちと
触れ合って来ました。フィリップ島には5時位に到着し
5時30分頃暗くなり、リトルペンギンたちが海から自分
たちの巣に戻る様子を見学させて戴き余りにも可愛い
ペンギンに皆が大喜びでした。体長はとても小さく30
センチ位でペンギンの中でも一番小さいペンギンです。
愛くるしく、特に歩き方などはとても可愛いです。
　夕食はフィリップ島からメルボルンに帰る途中の野
原の一軒家のレストランにて戴きバスにてホテルに11
時過ぎに到着、夜中に野澤さんとの小宴会に花が咲き
チョイと一杯の筈がそこそこに進んでしまいました。

●5月31日
　朝食の後、8時15分ホテルを出発しメルボルン空港に
到着、10時のフライトにてシドニー空港に11時30分到着、
昼食後市内観光ミセスマッコーリーズチェア(イギリス
からオーストラリアに移住して最初の総督のマッコー
リー夫人が2年で帰れる約束でシドニーに来たが12年に
もなり毎日故郷を想いシドニー湾を眺めているのを不
憫に思い総督が岩を削って奥様に与えた椅子のある所
です。この後有名なコンサートホール、オペラハウス
を見学この設計はイギリスのコーンウッツソンが設計
し4で完成の予定が14年かかったそうです。今では世界
遺産に登録され素晴らしい建築です。この後は免税店
の買い物タイムの後シドニー湾ディナークルーズ、こ
の日から光と音楽の祭典｢ビビット祭｣が始まり、ロー
タリーの世界大会と合わせ、シドニーの街中が大賑わ
いに沸いていました。ディナークルーズは見事に街中
の建物やオペラハウスなどにネオンが点灯され素晴ら
しい光の祭典を眺めながらの食事は特に美味しく戴く
事が出来ました。

●6月1日
　いよいよ世界大会の参加です。午前中は自由行動街
並みの散歩ハーバーブリッジのそばまで行きましたが
橋を渡る時間がなくホテルに集合し大会会場に向かい
途中海辺のレストランで昼食の後、オリンピックパー
ク世界大会会場に到着膨大な広い敷地にオリンピック
施設建物がたくさんあり、オリンピックの聖火台にロ
ータリーの世界大会のために火が点灯されておりました。
まずは友愛の広場にて集合場所と時間を決め全員が自
由行動で各々が見学し、私は大会登録証を各クラブよ
り預かり登録してきました。全員が集合し本会議場に
入場し、大会のスケジュールは午後の部は16時から18
時15分までの式典にも拘らず、吉田ナイトの開催時間
は6時30分に設定され移動時間を考慮すると5時30分に
本会議場を出なくてはならず、残念ながらＲＩ会長の
お話を聞く事が出来ませんでした。地区のスケジュー
ルの設定に疑問を感じます。吉田ナイトはホテルの近
くの会場で行われました。

●6月2日
　観光最終日になりブルーマウンテン1日観光です。ホ
テルよりバスにて9時スタートし2時間後にエコーポイ
ントに到着、大昔に地殻変動にて出来たと言われてい
るアメリカのグランドキャニオンに木が生えたような
印象でした。雄大な景観に皆感動されておりました。
巨大な3姉妹岩なども見事でした。すぐ近くのサイエン
スワールドは昔の炭鉱跡地で斜度62度の傾斜をトロッ
コにて谷底へ谷底は熱帯雨林化ジャングルのような感
じでした昔は囚人に鎖や鉄球を体につけ鉱石や石炭を
掘らせていたようです。様子が分かるように銅像がモ
ニュメントとして建てられています。ランチは一帯を
開発した実業家の別荘のホテルにて戴きました。シド
ニーに戻り市内ショッピングタイムと食事などは自由
行動、シドニー空港に19時到着し参加者の皆さんより
お預かりした飲食代金が予定より余り全員に一人5,000
円返金させて戴きさらにチョコレートを一箱配り無事
終了しシドニー空港を21時30分フライトにて成田空港
に向かいました。シドニー空港でも時間があり野澤さ
んとシドニー最後の一杯のお陰で飛行機の中では、す
ぐに夢の中に入りました。

●6月3日
　成田空港到着は6時20分無事到着し三々五々解散し帰
途に付きました。
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