
　午後の３時 30 分平塚駅で集合し、夜９時 30 分のテ
イクオフで成田国際空港から一路オーストラリアのシド
ニー空港へ、時差１時間、清水雅広氏の計らいでプレミ
アムエコノミー席を取って頂きました。当クラブからは
９名の会員の参加（男７名、女２名）で最も多かったです。
　１日目・朝８時ごろキングスフォード・スミス国際空
港（シドニー空港）に到着。JTB 関連の在豪 20 年とい
う非常に親切なおもてなしの心を持った、気のおけない
アラフォーのガイド兼ドライバーです。聞く処に依りま
すと若い時、世界 80 ヶ国程旅行したそうです。その中
で人種の坩堝であり、全ての面で気に入りこちらへ居を
構えたそうです。この時期日本で言えば初冬ですが、残
暑があり湿度が少なく爽やかでした。ガイドさんの話
によると 8 年ほどの周期で寒暖、乾湿が来るそうです。
今は暖かく雨も多い方だとか。全員で地元のスーパー
マーケットへ日本には無いチョコクッキーを箱単位で買
う。升水さんがアイスキャンディーを買って来てバスの
中で食べる。ミルク、イチゴ、コーラ味。皆何年振りか
と話題になる。ボンダイビーチ、オペラハウス等半日観
光後、昼飯をダーリングハーバーのレストランへ。取り
敢えずビールから始まりワイン、酒で３種混合。勿論ソ
フトドリンクの方も。300g のオージービーフを自らが
焼く形式で焼いたのは一人だけ、カラカラに焼いていた
人も、ほぼ完食。車で 40 分程掛かるホテルで夕食。ソ

フトドリンクはジンジャーと言ったら此処では赤毛のこ
とであまりよい言葉ではなくウエイトレスが赤毛で皆大
笑い。
　２日目・若手（両清水、高橋、鳥山女史）ゴルフ組と
年配（成瀬、桐本、升水、小飯塚、それに私）観光組、
今日のガイド兼ドライバーは日本語全く駄目のイタリア
系オーストラリア人シシリー島の出身とかでマフィアと
呼ぶと喜ぶ 60 年配の方、車はベンツのワンボックス。
郊外の海岸線の観光、絶壁の上に芝生の公園あり、真下
の海にサーファー多数、犬をトレイニングや散歩させる
所らしく、糞があちこちにあり気を足元につけて散策。
次のある街ではフェスティバルを催していて露店がたく
さん出ていて、素人バンドと骨董的なものや売店等があ
り賑やかでした。その街のある店ではセールの真っ最中
で、ビーチサンダルやポロシャツ（私はパジャマ代わり）
を購入、価格は日本の約３倍（A ＄＝ 100 円）。帰りに
シドニー湾に架かる歩道を年配組４人で渡る。トマトの
嫌いな人は高所恐怖症でビーチサンダルを履いて真ん中
を行く、少し橋が揺れている。たまに欄干に行き腰を引
いて恐る恐る下を見る。私は一人橋脚の展望塔へ、ハー
バークライムをするグループ（予約制）が真近に見えこ
ちらの方に手を振っていました。360 度の眺望の大パ
ノラマはオペラハウスや中心街高層ビル群、そしてシド
ニー湾には大型船舶や観光船、プレジャーボート達が行
きかい鳥轍図を見ている様で本当に素晴らしかったです。
　 ３ 日 目・ 愈 々 本 番 の シ ド ニ ー 世 界 大 会 本 会 議、
12,000 人位収容のホールはほぼ満席。RI のロン D・バー
トン会長が挨拶の中でインドのポリオが撲滅されたと報
告すると盛大な拍手が湧き起る。そしてロータリーは超
我の奉仕であり、それを実践してこそみんなに豊かな
人生の実現が有ります、と話す。座席は二人の女史は
１階の良い所だったそうですが我々は３階の上席で、余
興はヒューマンネイチャーという人気グループ、チャー
ト１位になったのが５枚、18 枚が 40 位以内と、国内
で 200 万枚以上を売上げている実力派の歌手で、我々
中高年には非常に楽しく欧米人は踊りながら聴いている
人が大勢いて、非常に印象深いコンサートでした。夜は
地区ナイトがクルーズをチャーターしてあり全員参加。
相澤ガバナーの挨拶のあと乾杯で始まりました。湾内全
体で光と音の祭典「ビビッドシドニー」ライトショウ催
しており、花火と映像ショウで毎晩オペラハウスやハー
バーブリッジに映像それに噴水の水しぶきの霧の様なス
クリーンにバレーやダンス等を映し幻想的で大変素晴ら
しく感動しました。
　４日日・地区観光でシーニック・ワールドへ、ロープ
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＜出席報告＞

本日の卓話者ご紹介

 卓 話

本　日  6月19日 会員数  62名 対象者  57名 出席者  46(42)名 出席率  74.19％
前々回  6月  5日 会員数  61名 対象者  57名 出席者  39(36)名 出席率  65.00％ MUP  8名 計  45名 修正率  75.00％



ウエイは大型で床がガラス張り下界が透けて見えて雲に
でも乗っているようです。ブルーマウンテンの山々は雲
を映し、影が山裾を流れていました。ブルーマウンテン
の由来は、ゆうかりの木の油成分が淡い青でその蒸発に
より見える為とか。美しい三姉妹が岩に変えられたとい
うアボリジニの伝説をもつ奇岩「スリーシスターズ（３
岩柱）」絶壁の向こうに深い谷、足の竦むような空間を
通して見るのはスリル満点でした。夕食は市内の 43 階
にある回転ラウンジで上質のワインと高級料理で皆満足
顔でした。そこでもアメリカ人の御夫妻が RC 会員で奥
様がガバナーだそうで写真を撮って交流。
　５日目・清水孝一、高橋賢二両氏昼過ぎ帰国の途へ。
朝７時半ハンターバレーのワイン工場へ、朝食は道中の
ファーストフードで。今日のガイド（実は社長）は初日
の日本人、運転手はやはり日本人。２ヶ所のワインセラー
を廻り味わう。アルコールのいける人は、うまい、より
美味しさが解り嬉しそう。近くで昼食、そこで一宮 RC
の人達と会い写真を撮って交流。夕食はガイドの友人で
ハーバーブリッジの近くの日本料理店、偏食者には大根
おろし、海苔を大量にいただく揚げ出し豆腐を２人前、
かけうどん。料理は伊勢エビ似の活き造り、天ぷら、ス
テーキ他、デザートにアイスクリームで満腹。
　６日目・10 時までにチェックアウト、スーツケース
を積み込み 19 時 30 分までに空港へ。その間にあちら、
こちらを散策。ダーリングハーバーの水族館の入口に生
きてるコアラを発見、写真を撮る。競泳の金メダリスト、
イアンソープの等身大の像、足が 40 センチくらい馬鹿
でかい。今はアルコール依存症で治療中だとか。その次
は清水雅広氏お目当てのカジノへ、私は初めてでガイド
の案内でスロットルマシーンへ。そして飽きたのでルー
レットの所へ移動、既に博才の長けた清水雅広氏、相当
チップをゲット 1,000A ＄儲けたとか。他の我々はカジ
ノに奉仕、残念でした。キングスフォード・スミス国際
空港へ着くと高価な土産を買った３人は TAX の免除の
手続きに、凄く時間がかかり、離陸間近まで、やっと機
上の人となり、帰国。持込み禁止、遅刻、体調不良等、
ひやひや、はらはら、の連続。でも楽しいシドニー世界
大会の旅行でした。皆さん大変お世話になりました。お
疲れさまでした。有難うございました。

一年を振り返って
会長　牧　野　國　雄　

　段々一年が短い感じになって行く毎日ですが、今年ほ
ど短く感じたことはありません。伝統ある平塚ロータ
リークラブの大役を任され、緊張の連続であり、また充
実した一年でもありました。これも偏に会員各位のご支
援とご協力の賜物と感謝申し上げます。
　さて、RI 会長ロン D・バートン氏の「ロータリーを
実践し、みんなに豊かな人生を」のテーマに向かって活
動しようと心に決め実践したつもりです。そのために毎
月第１例会にテーマの唱和をお願いしました。また例会
では食事時間を 12 時 15 分から摂って頂き、事前に会
員同志の会話と、遠くから来られた卓話者に失礼の無い
様に 30 分確り時間を取らせて頂く配慮を致しました。
　久方ぶりのガバナー補佐、桐本美智子氏の出向により、
柏手・吉柳幹事で十分でしょうが、出来る限りのお力添
えを幹事と共にさせて頂きました。
　清水裕幹事には大汗を掻きながらの例会に、理事役員
会の資料作りにと、微に入り細に渡り気配り頂き大変お
世話になりました。プログラムの清水孝一委員長には年
間を通して卓話者の選定には大変ご苦労をかけ有難うご
ざいました。
　また、各委員長には私のわがままを聞いて実行して頂

き本当に有難うございました。升水研修リーダーには委員
会にセミナー等に一年間ご指導頂き有難うございました。
　２月に今村会員の死で弔辞を読まなければ成らなかっ
た事です。生者必滅、会者定離は人の常とは申せ、誠に
残念で仕方有りません。その月に母も他界しました。孝
行を尽くした積りですが足りなかったかも知れません。
90 歳の大往生でした。
　ロータリーには関係無いのですが、９月おもてなしの
心のプレゼンテーションによる 2020 東京オリンピック
の開催決定です。鳥肌が立つような感動を頂きました。
是非観戦に行きたいと思っています。３月には商店街で
骨董市も立ち上げました。
　11 月下旬の姉妹クラブである台南東ロータリークラ
ブとの恒例の親善訪問です。そして６月初旬のシドニー
世界大会の初参加です。多数のクラブの方々と交流が出
来ました。ご参加下さいました会員諸兄に、厚く御礼申
し上げます。
　又、一年間会員の皆様に重ねて御礼申し上げます。有
難うございました。
　

幹事　清　水　　　裕　
　多くの会員の方々に、支えられながらの一年でありま
した。会員の皆様に、心より感謝申し上げます。多くの
至らない点、ご迷惑をおかけしたこと、深くお詫び申し
上げます。
　ただ、私にとって幹事を経験したこの一年は、ロータ
リークラブが会員の善意と情熱に支えられていることを
痛切に感じるとともに、このクラブの一員でいられるこ
とを大変誇りに思うことができた貴重ないい経験でした。
　小飯塚前会長や清水前幹事には、昨年の準備段階から
大変お世話になりました。お二人からのアドバイスは、
この一年を通して大きな支えとなりました。また、理事
役員の方々をはじめ、各委員長の方々には、今年の事業
活動に大きなお力添えをいただき、感謝申し上げます。
そして、なにより牧野会長には力不足の幹事を、大きな
心で見守っていただき、その人柄に魅かれるとともに深
くお礼申し上げます。また、事務局の左近允さんには、
様々お手数をかけた幹事でありましたことお詫び申し上
げるとともにお礼申し上げます。
　不勉強のまま幹事という要職を担い、改めて自分の狭
量を感じるとともに会員の方々の友情に涙の出る思いで
す。そして、最後になりましたが、「素晴らしい一年」
をありがとうございました。

＜幹事報告＞
◎今年度の IA 海外研修報告書を回覧します。

P.15 ～ 16 に平塚学園の生徒さんの手記が載っています。

＜メークアップ＞　　　　　６名　
　　　　　　　升水一義・成瀬正夫・小飯塚立雄
　　　　　　　桐本美智子・鳥山優子・清水雅広　会員

＜本日のスマイル＞　　　　21 名

＜ゲスト・ビジター＞　　　０名　

＜卓話・行事予定＞
７月　３日（木）　新役員挨拶
　　１０日（木）　入会記念卓話　増田尚文会員
　　１７日（木）　シドニー国際大会報告
　　２４日（木）　日本画家・ミス七夕　後藤真由美様
　　３１日（木）　休会（定款による）
 
＜市内例会変更＞　　　　　現在ございません。
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