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４つのテスト (FOUR WAY TEST)
言行はこれに照らしてから
(1) 真実かどうか
(2) みんなに公平か
(3) 好意と友情を深めるか
(4) みんなのためになるかどうか
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塩田 純也 様

●ビジター

第2891回
85名
10名
81名
61名
75.31％
3名
79.01

昭和 28年3月2日

本日のプログラム 10/13

●司会者

第2890回
85名
10名
83名
65名
78.31％
4名
83.13％

No.13 2011年10月6日

第2892回
85名
10名
81名
68名
83.95％

お 祝 い
結婚記念日 和田､竹中､都志見､豕瀬
皆 出 席 伊賀(20年）坪井(26年）
在 籍 表 彰 伊賀(20年）

ニコニコ箱
☆汐﨑ガバナー補佐､ようこそいらっしゃいました。･･
･･････････････････････････伊賀､植田英､堅田､濵口
☆渡部さん､会員卓話楽しみにしています。宜しくお願
いします。･････････････････････････････････････
･･･伊賀､植田英､濵口､柏木､木村頼､横田､玉置､竹本､
竹内､新藤､長井､那須､瀬戸､野村富､山本､田中､玉井
☆渡部さん､よろしくお願いします。･･広井､大木､中松
☆なべさん､卓話楽しみにしています。弁慶まつりの餅
まきで筋肉痛になり市木先生のお世話になりました。
･･･････････････････････････････････････････長野
☆今月10月は､米山月間です。皆様御協力よろしくお願
いします。･････････････････････････････････宮本
☆ポール･ハリス･フェローを頂きました｡ありがとうご
ざいます。･････････････････････････････････玉井
☆餅まき､お世話になりました。広報委員会･･････市木

☆弁慶まつり御協力有難うございました。無事終了す
る事が出来ました。･････････････････････････柴田
☆弁慶まつり､当店のもち米でのもちまきありがとうご
ざいました。･･･････････････････････････････田上
☆弁慶まつりに何十年振りかの餅まきに参加させて頂
き楽しかったです。その上ラジオで遠くまで投げる
と言ってほめてくれていたそうな･････。･･････浦出
☆伊賀会長の就任祝いのお酒を飲みました｡髙橋君昨夜
はご協力ありがとう。勝組です。･････････････渡部
☆下の娘､晶子がやっと正式に結婚してくれました。･･
･･･････････････････････････････････････････廣本
☆あまりにも天気がよいので上着忘れてきました。す
みません。･････････････････････････････････矢野

お知らせ

会長報告
・10月1日の弁慶まつり餅まきは､お天気に恵まれ無事
終了しました。ご参加頂き､ありがとうございまし
た。
・10月は、職業奉仕月間・米山月間です。
・本日は、国際ロータリー第2640地区ＩＭ第1組汐﨑
まことガバナー補佐が来られています。
・玉井洋司会員がポール･ハリス･フェ ローになられ
ました。国際ロータリー日本事務局より認証品が届
いていますのでお渡しします。

幹事報告
・次週10月13日は､ガバナー公式訪問例会です。
・例会終了後､第2回クラブ協議会を行いますので出席
者の方はお残り下さい。
・財団法人ロータリー米山奨学会より2010年度事業報
告書が届いています。
・近隣クラブ会報が､届いていますので回覧します。

委員会報告

米山奨学委員会

宮本恭平委員長
・ロータリー米山記念奨学会より2011-12年度版豆辞
典が届きましたので、各自トレーに入れています。
ロータリー米山記念奨学会のことが掲載されていま
す。ご一読下さい。
今月は米山月間です。みなさん、御協力よろしくお
願いします。
プログラム

（４）１９７３年(Ｓ４８年）
Ｏ.Ｙ.Ｔ.君４人で台湾本島をタクシーで一周、
途中台風に遭遇し､橋が流されて遠回りしたが、
台北、台中、台南、高雄、台東、花蓮（アミ族）
を回りました。
中国大陸と台湾の間に位置する澎湖島(ボウコト
ウ)へ高雄より飛行機で行く。島は中国大陸への
軍事基地でホテルに入るとチェックインの前に空
襲に備えて防空壕へ案内される。ここは珊瑚礁が
世界的に有名｡本島の東の緑島は楽園の島で２０
年前迄は現地部族ヤミ族が殆ど裸で生活していま
す。

会員卓話

『海外 島めぐり､etc』

渡部 正義 会員
（１）１９７０年（S４５年)
当時パスポートが必要だった沖縄本島へ
友人Ａ君が米兵に柔道を教えていて米軍基地内に
道場を開設しており基地内を案内してくれました。
沖縄ではベトナム戦争で故障した軍事車輌等を基
地内で修理して再度戦地へ送っていました。
（２）１９７１年(S４６年)
香港島 ビクトリアピークへ友人Ｔ.Ｓ.Ｍ(３名
共死去)君との４人で訪問しました。
当時はフェリーで、今は海底トンネルで１５分
マカオ 現在はラスベガスの４倍の広さだそうで
す。
１９９５年(Ｈ７年) 香港・広州へ
桂林の渓谷 漓江(リコウ)川下り(４５ｋｍ所要
１時間３０分）対岸の物乞いの子供が泳いで小銭
を拾う。
１９９７年(Ｈ９年)香港のイギリスから中国への
返還時も訪問
２００４年(Ｈ１６年)香港・昆明・石林へ
香港の新空港がオープン
（３）１９７２年(Ｓ４７年)
大韓民国 板門店 ３８度線 北朝鮮
Ｔ.Ｍ.Ｋ君と４人でソウルよりバスで非武装地帯
の手前にアメリカ、韓国両国の駐屯所で立入につ
いて生命の保証は無い旨の書類にサインし、再度
バスで陸の孤島の板門店へ。南と北の会議棟が有
り、床には３８度線の白線が引かれており､建物
の中だけは北朝鮮側にも入れる。外は見張台の上
に北の兵士が銃を向けています。朝鮮戦争で亡く
なったアメリカ兵の家族の訪問者が多かったです。

（５）１９７５年(Ｓ５０年）
ハワイ島へ･･･皆さんも良く行かれているので話
は割愛します。
（６）１９７６年(Ｓ５１年）
スリランカへ（コロンボ）
第５回非同盟諸国首脳会議開催中で空港へおりる
と軍隊兵士が銃を構えています。
仏教国で石窟寺院が多い。５世紀の時に作られた
幅１８０ｍ高さ１２０ｍ位の自然岩の上に貯水池
を組込んだ宮殿が素晴らしかったです。
（７）１９７６年(Ｓ５１年）
韓国 済州島へ･･･あまりぱっとしないので割愛
します。
（８）１９７６年(Ｓ５１年）
南アフリカへ･･･その後ケニヤ、タンザニア、コ
ンゴ
首都ヨハネスブルグへ･･心臓移植手術世界初
アフリカ民族会議指導者ネルソン・マンデラ投獄
中１９９０年釈放
アパルトヘイト（人種隔離政策）店、ホテル、乗
り物全てが黒人、アジア人は同一扱いであるが日
本人は鉄鉱石の輸入大国なので特別に白人扱いで
白人と同じところへどこでも行けます。
英語は出来ないが世界中を回っている強者の友人
のＯ君とゲーリープレーヤーのゴルフ場へ行って
他外人２人と４人でゴルフをしました。
プレトリア、レソトリア、ケープタウン（喜望峰）
などへ１週間くらい滞在
ケニヤ････首都ナイロビ：アンボセリ公園
キリマンジャロの麓、槍を持ったマサ
イ族とのモデル写真代金のトラブル
(槍で刺される）多発に注意（言葉が
通じない）
観光用に牛の首から下をワイヤーで繋
いで肉食動物を呼び込んでちょっと高
いところから見物します
タンザニア･野外バーベキューをするところで宿
泊。バンガローのようなところで夜間
は周辺を野生動物の走り回る音が良く

聞こえました。
コンゴ･･･金清釦の金谷照男(当時)専務の紹介で
コンゴの工場に立寄る予定でしたが､
コンゴ国内で内乱戦争中となり途中で
取りやめました。コンゴ大統領はケニ
ヤに逃亡していました。
（９）１９７６年(Ｓ５１年）
セーシェル諸島･･・マダガスカルの上、アフリカ
大陸とインド洋の真ん中あたり首都はビクトリア
２７km×８kmの大きさで９２の島から成り全部個
人所有。人口６万人。フランスからイギリスの支
配後独立。
Ｏ.Ｙ君と３人でクルーザーを船長と調理人も１
日貸切でトローリングして２ｍ弱のカジキを１０
数匹釣り上げて刺身にして醤油、わさび持参で頂
く。生で食べる事に黒人の調理人は現地人でも生
は食べないのでびっくりしていました。西洋最後
の楽園と言われています。
（１０）１９８８年(Ｓ６３年）
マレー半島 シンガポールへ
Ｆ君の妹さんの旦那さんが、日本人協会の会長で
ＶＩＰです。運転手付の車での格別待遇を夜遅く
まで受けました。
現地の街中のゴルフ場でゴルフをしました。
（１１）１９９２年(Ｈ４年）
マイアミ(米国フロリダ半島)からカリブ海４日間
のクルーズ旅行
フリーポート、ナッツ、ココケイへ
Ｈ君と同じキャビンに一緒。夜は正装して船内パー
ティを、昼は島へ上陸観光等その帰りにＵＳオー
プンゴルフをペブルビーチで観戦。本場ディズニー
ランドも周遊しました。
（１２）１９９４年(Ｈ６年）
サハリン(樺太)ロシア領
（生後４歳まで居住。ルーツを訪ねる旅です。）
札幌を出発、稚内港よりフェリーでガイド１名を
同行し所要５時間半。
コルサコフ港へ到着 現地日本総領事館の高官が
近寄ってきて、旅行の目的を訊かれたのでルーツ
の旅の旨を話すとびっくりされていました。
ユジノサハリンスクで大きいホテルに入るとテロ
対策のためとパスポートをフロントで取上げられ
夜間外出不能となりました。もっとも夜は照明も
殆ど無く真っ暗で道路も悪い状態です。５～６０
年経た日本統治時代の建物も多数残っています。
それでも出生地迄は何とか行ってきました。
（１３）１９９５年(Ｈ７年）
イタリア、オーストリア の旅で
イタリアのベニスでゴンドラに乗船。Ｆ君と２人
で夫婦の如く一艘に同乗し、ホテルもツイン同室

でした。
イタリアのサンマルコ広場の今の寺院の下に昔の
寺院が埋っているそうです。
（１４）１９９５年(Ｈ７年）
インドネシア、バリ島へ
丁度､地下鉄サリン事件の前の日に東京で泊まっ
て丸ノ内線に乗って翌日にバリ島へ。事件を現地
で知らされました。
山の上の秘書別荘地で海抜１５００ｍ位のところ
でゴルフをしました。
（１５）１９９５年(Ｈ７年）
モンサンミッシェルへ
フランスの海岸から約２km離れた小島で、頂上ま
で教会、修道院が多数建っています。今は海岸と
小島の間を車で行く堤防で結ばれています。干潮
時、島は砂浜で囲まれ、満潮時には海の中に修道
院が浮かぶ。昔は城塞、要塞の役目をイギリスと
の百年戦争時に。８世紀～１６世紀に渡る長期の
増改築の難工事でした。ナポレオン時代には修道
院として使用せず、地下牢獄として地下室を使用
しました。
このフランス、イギリススコットランドの旅で途
中のユーロスター車内で天王寺でも滅多に逢わな
いのに、多屋睦夫夫妻とばったり遭遇しました。
ユーロスターの通るユーロトンネルの掘削工事に
日本の機械が２台活躍し、１台は持ち帰りました
がもう１台はそのまま埋められているそうです
（１６）１９９７年(Ｈ９年）
中国 海南島へ
ベトナムの対岸に位置する島でレジャービーチを
熊谷組が工事中
街中は昔の日本の遊郭の吉原のような建物が町並
みとして１５０ｍ位並んでいます。
（１７）２００７年(Ｈ１９年）
キューバ島へ（キューバ共和国）
全長 １,２５０ｋｍ 面積１１万平方ｋｍ
日本の１／３の大きさ
人口 １,２００万人 首都はハバナで人口２００
万人 空港は５個所
季節がない
日本とは古くから親交があり、１６１４年に支倉
常長が伊達政宗の命を受け訪問。
１９７０年の大阪万博の日本庭園の一部を寄贈移
設。キューバで購入の高級葉巻たばこをアメリカ
迄持込、入国時に別室で検査されるも何とか没収
もされずに最終日本までＯＫ（Ｆ君の注文品）
バロデロという都市で世界で一番古い電気機関車
を定期ローカル線上で運転実行体験。２両編成７
名で４５ｋｍを所要１時間３０分程
ハバナでは夜のトロピカルショーが世界的に有名
で酒はトーキビでできたラム酒がお勧めです。

ク ラ ブ 協 議 会 （10月6日）

弁 慶 ま つ り 餅 ま き （10月1日）

ＲＩ第2640地区ＩＭ第1組
汐﨑まことガバナー補佐

≪田辺ＲＣゴルフ同好会活動報告書（2010～11）≫
・会長：新井康司

幹事：中松村夫

◎会員数 ４３名 （男性３７名女性６名）

会計：浦出

憲

▲賞品獲得率の高い人（ )内は参加回数
（毎回手ぶらでは帰らない面々）
長井１１個(８）福本雅９個(８）白井５個(５）

◎月例会参加者数 延２５４名

那須５個(４）浦出３個(３）

月平均２１名
最多参加者数

２８名

最少参加者数

１５名 （2011/6）

▲賞品獲得率の低い人（ )内は参加回数

(2010/10）

（遠慮深い方々）
市木０個(４） 柴田２個(７)

◎月別優勝者
１０-７月 渡部

副幹事：新藤整市

中松３個(８）

廣本桃４個(１０）
正義 １１-１月 福本

雅彦

８月 田上

雅信

２月 山本

節

９月 畑地

幸子

３月 中田

吉昭

１０月 榎本

長治

４月 野村

富也

１１月 廣本

喜亮

５月 山本

忠生

１２月 新藤

整市

６月 中松

村夫

※堅田前会長寄贈の優勝トロフィーは野村富也氏が
獲得(2011年7月開催）

◎出席報告
皆出席-新井･渡部
１１回-津村･山本博
１０回-新藤･長野･廣本桃
９回-伊賀･廣本喜
８回-辻･長井･中松･畑地浩･畑地幸･福本雅･中田

◎各種記録
▲賞品獲得ベスト３（ )内は参加回数
（賞品泥棒？）ニアピン､飛び賞を含む
１１個-長井(８)
９個-福本雅(８)
７個-新井(１２）津村･山本博(１１）新藤(１０)

▲ニアピンの多い人
(乗るのが[何に？]上手い人）
６回-長井
３回-津村・長野

▲その他の記録
年間ベストグロス

７９

廣本喜

(エースの古久保氏不在で記録低調）
年間ワーストグロス

１２９

本人の名誉のため特に名を秘す

▲ホールインワン達成者の記録
大川･渡部(３)･野村利･三前洋･高井･長野(２)
永井･廣本喜(２)･市木･髙橋･長井･古久保･山本節
・残念ながら本年度は達成者なし

◎その他の事項
▲地区大会記念ゴルフ（ホスト:堺ﾌｪﾆｯｸｽ)
１０月１８日

於:天野山カントリークラブ

参加１２名

▲４クラブ親睦ゴルフ（ホスト:田辺ＲＣ)
５月１日 於:白浜ＧＣ

参加３８名

東日本大震災の義援金として１１５,５００円を
日本赤十字へ
月例会４.５.６月の義援金５６,０００円を日本
赤十字へ

http://tanabe-rc.com/
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