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■ 点  鐘        濱田 会長 

 

■ ロータリーソング 

「我等の生業」 

 

 
 

ソングリーダー  貝嶋 政治 副会長 

 

 

会長挨拶    濱田   聖子会長 

 

 

皆様  こんばんは！ 

いよいよ立春に入りました。節分が終

わり、立春は旧暦の新年との事で 2023

年の始まりだと言われています。2 月

は梅の花が咲き、さんしゅゆの花がほ

ころび木蓮の花が芽吹き、花たちが喜

ぶ 2月です。 2月 11日に春日賢二君

の 49日のお参りをさせて頂きました。 

先週の「まだまだ会員を増やそう例会」

の漆崎副ガバナーの卓話は計画性が

有り、実りある例会でした。此の計画

の流れが実りあります事を願います。 

漆崎副ガバナー、よろしくお願い致し

ます。さて今日は「世界について語ろ

２０２２－２０２３年度 第２９回通算第１１７４回） 

プログラム『世界について語ろう例会』【担当】国際奉仕・7ベイ友好委員会 

■日時：令和５年２ 月１４日（火）１８時 30分～ ■例会場：ANA クラウンプラザホテル釧路 

【会長】濱田 聖子 【副会長】貝嶋 政治 【幹事】千葉 潔 【副幹事】遠藤 若枝 
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う」例会です。国際ロータリーは地球

で暮らし続けられる「持続可能な世界」

を実現する為に進み、全ての人が健康

でお互いを大切にし、平等に暮らせる

世界をつくる事が大切ですと、うたわ

れています。日本ではコロナを今春よ

り「5 類」に移行しルールも暖和する

と発表されました。マスク着用も 3月

13日からは屋内、屋外にかかわらず個

人判断で着用する事と決定しました。 

この決定に賛否両論は有りますがコ

ロナ感染で世界中が苦しんだ 3年間の

長く暗いトンネルに明るい灯りが見

えて来ました。  

立春に入り春が来る喜びを感じてい

ます。今日は 2 月 14 日 バレンタイ

ンデー、チョコレイトの日です。女性

会長から皆様にささやかなチョコレ

ートケーキをお贈りいたします。ご笑

納頂ければうれしいです。 

国際奉仕・7 ベイ友好委員長よろしく

お願いします。 

■幹事報告     千葉 潔 幹事 

 

①  今年度の会長エレクト研修セミ

ナー (PETS)ですが、オンラインＺ

ＯＯＭでの開催となりました事を

ご報告致します。 

② 先週行いました理事会にて、4 

月 25 日職業奉仕委員会担当プロ

グラムを 4 月 22 日(土) 帯広西

ロータリークラブ様への集団メー

キャップ訪問に変更となりました

事をご報告致します。宿泊の兼ね

合いもございますので早めに会員

の皆様へ御案内文をお送りしたい

と思います。 

多数の方のご出席をお待ちしてお

ります。よろしくお願い致します。 

委員会報告  倉茂良衛君 

 

■各種記念日の紹介 

《親睦活動委員会》  

入会記念日 後藤 義信 君 

平成 28年 2月１６日（７年目） 

後藤委員長 これからもよろしくお

願い致します。 

 

誕生祝、結婚祝、該当者はありません。  

★本日のニコニコ献金 

14,000円      累計 823,000円 

小銭献金    累計  3,327円  

【植原委員長、宜しくおねがいします】 

濱田聖子さん、千葉潔君、遠藤若枝さ

ん、平野知子さん、倉茂義衛君、横山

豊君、池田圭樹君、後藤義信君、貝嶋

政治君 
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植原 元晴 委員長 

 

コロナ禍で旅行などしばらくできな

かったので家に放置していた今まで

の写真やビデオを整理しようと思い

調べていくと写真に撮影時間や場所

の記録がないため思い出せないもの

が多数あることに気づきました。最近

ここ 10 年ほどは子供の学費のために

国内の旅行しかできませんでしたが

子供がまだ小さかったころは年末年

始や GW にはよく海外旅行に行ってお

りましてパスポートで時期を確認し

ようと思いましたが記録がありませ

ん。そこで出入国在留管理庁に開示請

求をして今回自分の海外渡航歴を調

べて見ました。今回この例会では私の

これまでの海外での印象について話

をしたいと思います。 

１， まずこの写真はオーストラリ

アのほぼ真ん中にあるエアーズロ

ックの一枚岩です。私の大好きな

場所で世界 3 大夕日ではありませ

んが大変夕日がきれいでした。私

が行った頃はまだ登山が可能で登

る予定だったのですが当日摂氏 50

度の猛暑で危険なため中止となっ

てしまいました。実はこの岩は先

住民族アボリジニにとっては聖地

となっており、今は登山が禁止さ

れております。 

２ 私の行ったところです。ヨー

ロッパは 2 回、新婚旅行で 1 回と

父親とスキー、オーロラを見に行

った 1 回です。韓国は 1 回、シン

ガポールは病院の旅行で 1 回、ハ

ワイは病院の 10周年、20周年旅行

で 2 回とマウナケア天文台に家族

旅行で 1 回、両親とカンボジアの

世界遺産アンコールワットに 1回、

ニュージーランドに 1 回、後は全

てオーストラリアに回です 

３ 一番大好きなオーストラリア

は年末年始に行きました。一番い

いのは季節が反対で暖かい事、時

差がない事、治安が良い事、観光地

が多いので日本語の通じるところ

が多い事などです。難点としては

物価が高いことでしょうか。地図

の赤丸のついている年に行きまし

たが最も多いのは日本から最も近

いケアンズで、次に日本との直行

便のあるシドニーです。シドニー

本日のプログラム 

「世界について語ろう例会」 

（担当）  

国際奉仕・7ベイ友好委員会 
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はオーストラリア最大の都市です

が首都はシドニーではなくキャン

ベラです。1901 年のオーストラリ

ア独立に際し、同国の二大都市で

あるシドニーとメルボルンの間で

首都機能の誘致をめぐる争いがあ

り。そのため、妥協案として新首都

が建設されることになり、1908年、

キャンベラがオーストラリアの首

都に選ばれたそうです。それでは

まずケアンズから紹介しましょう 

４ ケアンズはオーストラリアの

北東部にある人口 16万、丁度釧路

と同じくらいの町で沖合には有名

なサンゴ礁のグレートバリアリー

フがあります。気候は熱帯で 11月

から 5 月は雨期の時期、つまり年

末年始は雨期の時期ですが日本の

梅雨のように 1 日中雨が降ってい

るわけではなく夕方などに一気に

雨が降るような感じでしたので観

光には支障ありませんでした。日

中の最高気温は 32度位、最低が 23

度でやや蒸し暑い感じです。グレ

ートバリアリーフでシュノーケリ

ングをしたりハートの形をしたサ

ンゴ礁もあったり最高でした。 

５ゴールドコーストは、オースト

ラリア最大の観光保養地として世

界的に有名。 

高齢者向けの保養施設やコンドミ

ニアム等があり、日本人滞在者も

多い。高級別荘も数多く明石家さ

んまも毎年きているらしいです。

サーフィンの聖地で多くのサーフ

ポイントがあります。私はサーフ

ィンはできませんが子供向けのテ

ーマパークがありましてそこに子

供を連れて遊びに行きました。ま

た奥さんは買い物に精を出してお

りました。 

６ シドニーはオーストラリア最

大の都市で人口 500 万あまり、有

名なオペラハウスやシドニータワ

ー、ハーバーブリッジなど見どこ

ろは沢山あります。ここでも奥さ

んは買い物に精を出しておりまし

た。またシドニーから内陸に１０

０ｋｍ程のところに世界遺産ブル

ーマウンテンズがありトロッコ列

車に乗って観光できます。また大

みそかには 2 時間ほどに及ぶ大花

火大会があり宿泊先のホテルから

まぢかに見ることができました。 

７メルボルンはオーストラリアの

南東にありシドニーに次いで人口

は多く 300 万ほどです 。私が行

ったときは日中は 40度近くになり

大変暑いのですがクールチェンジ

と地元の人が言っておりましたが

夜は急に 20度以下に下がりびっく

りしました。昼は内陸の砂漠地帯

から風邪が吹いて熱くなり夜は南

極から吹く風に冷やされて気温が

下がるのだそうです。夏は高温の

ため山火事が頻発し 2000年には過

去最大の火事が続き森林が焼失し

たそうです。オーストラリアは

元々降雨量が少なく温暖化のため

に近年さらに降水量が減り気温の

上昇によって火事が長引いたよう

です。森林消失により温暖化がさ
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らに進むことが世界的に危惧され

ており日本ではあまり関心がない

かもしれませんが SDGSに関わる重

要な問題となっております。私が

この地で感動したのはメルボルン

から南西に約 90km世界で最も美し

い海岸道路と呼ばれる、グレート

オーシャンロードです。風光明媚

な海岸線が続き非常に印象的でし

た。また驚いたのは普通の片側 1車

線の国道みたいな道路がハイウエ

イと言って制限速度が時速 100ｋ

ｍだったことです。分離帯のポー

ルはついていましたがオーストラ

リアは広大なためかこのような制

限速度の道路が多いそうです。 

８ パースはオーストラリアの西

南でインド洋に面した都市です。

人口は 200 万程でオーストラリア

4位の都市です。町の景色が非常に

きれいで湖が多く点在し近代的な

ビルも林立し治安も良く過ごしや

すい気候でした。近郊のフリーマ

ントルには市場がありいろいろ珍

しいお土産が売っており奥さんは

買い物に精を出しておりました。

おすすめはパースから車で北へ約

3 時間のところに位置するピナク

ルズです。別名「荒野の墓標」と呼

ばれていている摩訶不思議な空間。

黄色い砂漠に何千何万もの岩がニ

ョキニョキと生えているんです。

またウェーブロックと呼ばれるこ

のような岩もお勧めです。 

９ ダーウィンはオーストラリア

の北部で熱帯気候、人口は 14万人

と小さな町です。実はこの町は第 2

次世界大戦で日本の攻撃を受けて

被害を受けたそうです。おすすめ

スポットはクロコダイルクルーズ

とアボリジニの壁画鑑賞ツアーで

す。川をクルーズ船が航行してい

るときに餌を差し出すとワニが飛

び上がってきて食べてしまいます。

間違って川に落ちたら食べられて

一巻の終わりになるでしょう。カ

カドゥ国立公園にあるアボリジニ

の壁画は 1 万 7 千年以上前のもの

で、かつてはオーストラリアと東

南アジアは陸続きとなっていた時

期がありその時に移り住んだとさ

れているそうです。 

10 オーストラリア以外に印象的

なのはスイスです。私は新婚旅行

の時にマッターホルンを見て大変

感動しスキーが大好きな父親にも

体が動くうちに再訪してスキーを

してきました。とにかく広大で一

番上は氷河になり富士山よりも高

く、しかもロープウェイなどを乗

り継いで一気に上がるため酸欠に

なります。ふらふらしながら滑り 1

日かけて隣のイタリアに国境越え

です。標高差が大きいため心肺機

能がしっかりしていないと大変で

す。また町は電気自動車のみ使用

可能で空気がきれいなのが印象的

でした。 

11 次はニュージーランドです。

南半球のオーストラリアの隣にあ

る国ですが人口は少なく 500 万で

北海道より少し少ないくらいです。
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面積は日本よりやや小さいですが

北島、南島に分かれておりお勧め

は南島のクイーンズタウンの近く

にあるミルフォード・サウンドと

いうフィヨルドです。フィヨルド

とは北欧のノルウェーが有名です

が入り江からそびえたつ 1000m 級

の山々や海に向かって豪快に落下

する滝など、その荘厳な景色は圧

巻です。 

12 10 年前の GW に両親と世界遺

産のアンコールワットに行ってき

ました。カンボジアへはタイのバ

ンコク経由で行きましたがバンコ

クからアンコールワットへはプロ

ペラ機でとてもローカルでした。

GW の時期は大変暑く 40 度近くあ

りましたが汗かきかきで見てきま

した。 

13 最後にフィンランドです。北

欧の国でロシアの西、北極圏です

ので冬は極夜(きょくや)がありま

す。白夜は太陽が沈まない日です

が、その反対で極夜は太陽が昇ら

ない日のことです。フィンランド

語でカーモスといいます。この国

に行った目的はオーロラを見る事

でした。無事に見れたのですが何

せ 1 日中ずっと真っ暗ですごく寒

く 1日中マイナス 30度位でオーロ

ラを外で待っていると体が冷えて

凍傷になりそうでした。そのため

酒場で昼からお酒を飲んで酔いな

がら待っておりました。ようやく

オーロラが出てきて写真を撮った

つもりでしたが翌日確認すると何

も映っていませんでした。酒に酔

いすぎていたためと思われ大変残

念でしたが頭の中には鮮明に覚え

ております。どうやらオーロラの

お勧めは秋の時期の様で冬は暗く

ていいのですが寒すぎて外で観測

する人は少ないようです。その時

私とオーロラ観光しているのはド

イツ人の 4人だけでした。 

ハワイ、韓国にも行きましたが皆

さんもよくご存じの国ですので時

間の関係もありますので今回は割

愛させて頂きます 

以上です 
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≪例会風景≫ 

 

 

 

 

《後藤委員長出席報告》 

 

在 籍 会 員 数 １９名 賜 暇 / 免 除 欠席 / メイクアップ 出 席 率 

今 週 の 出 席 率 
出席 

１１名 
名 /２名 ６名 / 名 ６８％ 

 日 修正出席率   名 名 / 名 名 / 名 ％ 

 

委員長   横山   豊：yokoyama_jiritsu@email.plala.or.jp            クラブ事務所 

      副委員長    伊藤 広樹 ：landito@peace.ocn.ne.jp       釧路市幸町14丁目1-1ノースコートサンスイ２F   

委     員    森 圭一郎：fujitokenkogyo@purple.plala.or.jp   TEL：（0154）23-6175  FAX：(0154)23-6213 

       委    員    後藤 義信：yoshinob510@outlook.com         URL://www.rc-kushiro.jp/bay/ 


