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理事　鳴海淳郎
　〃　 溝部　仁
　〃　 村津忠久
　〃　 平野英壽

役員　会　長　森　宗明
　　　副会長　後藤健介
　　　幹　事　上妻　浩
　　　会　計　岩尾昭治

第  　 回 例 会 会報委員長　近藤　賢司

理事　梅津ヤヨイ
　〃　 木村きぬゑ
　〃　 大島由美子

ＳＡＡ　梅津ヤヨイ

CELEBRATE ROTARY
ロータリーを祝おう

◆点　　鐘　　12：30

◆体　　操　　自律神経強化体操

◆Ｒ．Ｓ．　　奉仕の理想

◆唱　　歌　　鯉のぼり

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ　　「オーケストラで綴る

日本の愛唱歌」より　

花嫁人形

花かげ

五木の子守唄　　　他

会長の時間 会長　森　　宗明

　先日24日、扇山ゴルフ場にて近隣７ロータリ

ークラブ親睦ゴルフ大会に後藤（隆）、近藤、平野、

河村、後藤、森、上妻会員が参加しました。天気

も良く絶好のゴルフ日よりでした。

　昨日のＪＲ福知山線の列車事故ですが、時間が

経つほどに、経験の浅い運転手の判断ミスの公算

が強くなって来ました。60 人を超える死者、負

傷者 450 人超えそうです。一分一秒の誤差の調

整の為に多くの尊い命が失われました。何かと一

つ一つのスパンの短い昨今、今一度立ち止まって、

もっと長いスパンで物事を考える必用を感じまし

た。

幹事報告 幹事　上妻　　浩

　－ロータリーの雑誌月間・

100 周年ボランティア月間－　

１．本日の卓話

 『アラスカ・ロシアを旅行して学んだこと』　

　　梅津ヤヨイ会員

◆出席報告　　　　　　　委員長　衛藤　秀子
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２． 『ロータリー適用相場変更』のお知らせ

　　５月１日より、全ての振込みに対する適用相

場（ロータリーレート）が下記の通り変更と

なりますのでお知らせ致します。

　　　１ドル　108円　　　（現行102円）

３． ４月20日（水）日本料理・おく村（熊本市）

に於いて「地区誌編纂委員会」が開催され、

当クラブの河村貴雄地区誌編纂委員が出席致

しました。

４． ４月24日（日）10：14～別府国際ゴルフ倶

楽部に於いて「別府市近隣７ＲＣ合同ゴルフ

コンペ」が開催されました。

参加者：森　宗明、後藤孝弘、後藤　隆、

　　　　平野英壽、河村貴雄、近藤賢司、

　　　　　　上妻　浩　各会員

　　【 表彰者（個人）】

　　　５位：河村貴雄会員

　　　45位：近藤賢司会員

　　　Ｂ.Ｂ.賞・ニアピン賞：森　宗明会員

　　＊参加者順位

平野英壽会員（11位）

上妻　浩会員（46位）

後藤孝弘会員（47位）

後藤　隆会員（48位）

５．お祝い　（※次週（５月３日）は法定休日の為、

本日お祝い致します。）

　　会員誕生日　　梅津ヤヨイ会員（５月７日）

６．例会変更のお知らせ

佐伯MARINE RC ５月６日（金）の例会は、定款第

５条第１節（Ｃ）に基づき休会

大分臨海ＲＣ ５月９日（月）の例会は、夫人同

伴夜の例会・ロータリー 100周

年記念・拡大プログラムの為　同

日18：30～に大分全日空ホテル

オアシスタワー 21Ｆ「エトワー

ル」に時間・場所変更

７．次週（５月３日）の例会は法定休日の為、休

会致します。

８．次々週（５月10日）の予定

　　　「会員卓話」　　薬真寺章三会員

９．本日の回覧

①中津中央ＲＣ　週報

10． 本日の配布

①ガバナー月信４月号

②週報771号

③国際ロータリー 100周年公式記念メダル

　希望申込（パンフレット）

④「最近のロータリー」

鳴海淳郎Ｒ情報委員長

スマイルボックス 委員長　薬真寺章三

○森会長

　一昨日のゴルフ大会の参加の皆さんおつかれ

様でした。今度、私共のクラブだけで親睦ゴル

フ大会をやりたいと思いますので、ふるってご

参加下さい。

○平野会員

　７ＲＣゴルフコンペ散々でした。10位だっ

たら商品がもらえたのにわずか0.2およばず11

位でした。でもゲームではうまく立ち回って

3000円勝たせていただきました。Ｗ後藤さん

ありがとう。

○上妻会員

　梅津会員の本日の卓話楽しみです。

○河村会員

　先日のロータリーゴルフコンペでダブルペリ

ア方式により運も良く５位に入賞できました。

一部をスマイルします。

○溝部会員

　昨日の尼崎の事故、二人の子どもが関西にい

ますので、夜二人に電話しました。お陰様で二

人とも元気でした。

○梅津会員

　本日誕生日と50才？の私の古稀の御祝い誠

にありがとうございます。何才になっても御祝

いをいただくのは嬉しいものですネ。今日は又

卓話です。事故のニュースをみていたら午前２

時、３時と寝られず困りました。どうぞよろし

くお願い致します。

○近藤会員

　近隣ロータリーのゴルフ大会に出席しまし

た。会長、幹事とまわり、３人でゴルフ場の右
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から左まで山から谷まで十分に使って楽しく苦

しいゴルフをしました。

○吉冨会員

　先週の例会から参加しています。会員の皆様

には大変御心配をおかけ致しました。梅津さん

の本日の卓話、楽しみにしています。

○赤嶺会員

　福知山においての脱線事故でお亡くなりにな

られた方のお悔やみを申し上げます。そして又、

この様な悲しい事故が二度と起こらない様に願

いたいものです。

○津末会員

　梅津さん、卓話楽しみにしています。タワー

の５階に岩ばん浴がオープンしました。汗を出

しに来て下さい。宜しくね。

○村津会員

　年末12月11日に開催される「第29回大分第

九の夕べ」の結団式が一昨日行われ、前知事の

平松守彦氏も出席されて御挨拶を頂きました。

愈々、練習開始です。これから、毎月の練習、

夏の合宿等、整々と実施され、実りある本番の

演奏が出来ますよう、祈りましてスマイル。

○大島会員

　今日は梅津さんの卓話を楽しみに来ました。

○椛田会員

　結婚記念日のお花、ありがとうございました。

家内のおかげで長生きできそうです。

○衛藤会員

　梅津会員の卓話、すごく楽しみにしています。

○後藤（孝）会員

　皆さん、こんにちは。久し振りの出席です。

これからは、なるべく出席できるようにします。

おわびにスマイルです。

○薬真寺会員

　先週、急に欠席いたしました。吉冨さんの元

気な姿を見てうれしい限り。スマイルいたしま

す。

卓　話

アラスカ、ロシア、旅をして学んだ事

梅　津　ヤヨイ　

　2004年 ７ 月18日

（日）より７月27日

（火）まで、アラス

カ ク ル ー ズ10日 間

の 旅、 乗 客1380名

乗組員200名、ホー

ランド、アメリカラ

イン、「アムステル

ダム号」での出発で

す。ここで少し豪華客船内の事を説明しましょう。

　次の日より終日クルーズ、グレイシャベイ国立

公園、氷河沿いを航行する幾千もの島を造り上げ

た、荘厳な景観の東南アラスカ、ここは地中海、

カリブ海と並んで世界３大クルーズのひとつ、豪

華客船が行き交い、立ち寄る東南部の街、エスキ

モーをはじめ先住民族が狩猟生活を営んで、18

世紀前半に、ロシア領として統治される。1867

年にはアメリカに売却され、1959年にアメリカ

合衆国49番目の州となった。歴史と文化を持っ

ている。『ジュノー』アラスカ州の州都堂緑の山

並みが美しく古いロシア正教会や博物館、坂の街

でカラフルなモダン建築等、クジラをはじめ野生

動物の宝庫で、ラッコ、クジラウォッチングは素

晴らしいものだった。『シトカ』ロシア時代の面

影が色濃い、東南アラスカの景勝地、19世紀初

頭から63年間、ロシア領時代の首都、優美な湾

に沿ったリーンカーンストリート「シトカ富士」

と言われる美しい山並み、軽飛行機やヘリコプタ

ーが発着し、豪華客船は湾内に錨を下ろし、はし

けで乗客を上陸させ20万人の観光客を運んで入

航している夏季の間の半年働き、冬季は暖かい所

で暮らしに出掛ける。人口12、13万人と別府の

人口と変わらない活気のある都市で、毎日、豪華

客船が３、４隻止まって2000人の観光客でにぎ

わっている。うらやましいかぎりです。『ケチカン』

アラスカ最南端の街、トーテンポールは世界一集

積地です。発祥の地でもあります。海峡と山の間

に細長く伸びる真中の川にキングサーモンなどの

魚が泳ぎ、水産加工産業など観光客70万人を受

け入れ霧の多い神秘的な歴史と文化の街です。『ビ

クトリア』英国の香り漂うカナダ、コロンビアの

首都、花と緑のたくさんある美しい明るい街『シ
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心に響く言葉：良い観光地とは、自然の美と、人

工の美と、人情の美の三つの美が

一つに融け込んだところである。

　宮崎交通の創始者で「宮崎観光の父」と呼ばれ

た故岩切章太郎氏（1893̃1985）は数々の名言

を残されたが、これはその一つで、嘗て「ロータ

リーの友」昭和 50 年（1975 年）６、７、８月

号に連載された「観光随想」の中からとったもの

で、以上の３つを観光哲学の真髄とし、「客間運動」

会員コラム 鳴　海　淳　郎

という事をはじめた。

　バスもタクシーも私共の客間であるから、運転

手はまず帽子を取り、お客に挨拶してからハンド

ルをとり、ドアを開けてお客様をお迎えし、お送

りしなければならないとしたのである。しかし、

こういう担当者のサービスだけでは不十分で、す

べての市民県民が一つ心になって心から観光客を

迎えてくれるようになりたい。そうなって初めて

人情の美が全うされるものとしたのである。

アトル』に戻り、サンフランシスコへ空路２時間

ホテルで１泊、サンフランシスコの街を散策、次

の日関西空港へ。

　学ぶ事、観光都市別府への想いと半年間職場を

離れられない乗組員、バリ島やフィリピンより働

いている200名の職業奉仕に感動した。

　７月31日（土）より８月７日（土）ロシア東

西貿易シルクロードの旅、大分空港からウズベキ

スタン空港チャーター便で行く８日間に出発し

ました。所要時間８時間30分で「サマルカンド」

着。中央アジア最古の都市、14世紀後半から15

世紀にかけて栄華の中、建てられた回教文化の粋

を集めた世界遺産の街「タシケント」ウズベキス

タン共和国の首都、チルチク川流域のオアシスに

人類が踏み入ったのは、紀元前3000年前後、そ

の後紀元前２世紀頃から東西貿易のシルクロー

ドの要地として栄えました。ナポイ劇場、芸術博

物館、アミテール広場等々です。

　「モスクワ」ロシアの歴史８世紀半と云え若い

がロシアを理解するにはモスクワを訪れなさい

と言われ、モスクワ川の岸辺の森の中に拡がり

1147年に築かれ、政治、文化、化学工業の中心

で世界遺産クレムリンは白い街と呼ばれ金持ち

の商人職人鉱業の村と言われ、大クレムリン広場

等多い。エリザベタ、ペトリブナ女帝、エカテリ

ナ12世、歴代皇帝の戦利品や贈物が並ぶ武器庫

の中やナポレオン軍から奪い取った大砲等が多

く、そこはみごとな品々でした。ウズペンスキー

寺院、赤の広場は赤い建物、白い桂、黄金の装飾、

聖ワシーリー寺院等々見学。

　「サントペテルブルク」1703年ピョートル大

帝によって築かれた、バルチック海を臨む都市。

200年間にわたりロシア帝国の首都であり、北の

ベニスとも言われています。白夜の夜とも言われ

日没は11時30分まで明るい白夜の夜をにぎわっ

ています。世界遺産エカテリーナ宮殿には孔雀の

間、黄金の客間、紋章の間、絵画の間、みごとな

琥珀の間、青や緑のサファイヤ、エメラルド、ヒ

スイ、メノーと宝の山です。エルミタージュ美術

館、冬の宮殿、ペテルブルグの中心、世界文化芸

術の伝統を守り未来をみつめている宝庫、本物の

絵画、彫刻を集めレオナルドダビンチ「リッタの

聖母」「ベヌアの聖母」等13～14世紀のイタリア

の画家5000絵、35万の図画と版画、10万個のコ

イン、ミレー、セザンヌ、コギン、ピカソ等々宝

物が目をみはるばかりです。聖イサク聖堂見学、

マリインスキー劇場にてバレエ「レジェンド・オ

ブ・ラブ」を観賞した。チャイコフスキー名称音楽

院ホール、チャイコフスキー、ベートーベン、シュ

ーマン、モーツァルト、ワグナー等音楽科の本物肖

像画等、そして、ペラルブルグの宮殿、庭園、そ

こには最高の建築が数多く歴史芸術ロシア専制国

家権力の荘重な輝きが具現化している。200年以

上にわたりロシアの土地に世界の文化を保管し保

護する使命、それは（－）算でも（＋）算でもいけ

ない、そのままの状態を続けて行かなければなら

ない文化と歴史である。ただ感動するばかりでし

た。そしてアラスカクルーズの船上の乗組員200

人の上から下まですべてのスタッフのホスピタリ

ティの精神や世界の歴史、文化を守っていく行き

届いた職業奉仕に感動いたしました次第です。


