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本日の行事予定 (2017 年 6 月 2 日) 

第 3108 回例会 

卓話担当：滝川林一君 

演  題：「旅、いろいろ」 

 
先回の記録 

第 3107 回 ’17 年 5 月 26 日（金）晴れ 

卓話担当：余郷利彦君 

演  題：「ありえないバス旅行」 

ロータリーソング 「津島ロータリークラブの歌」 
ソングリーダー  寺島淳一君 
会 員 総 数  67名   4月 28日例会分訂正 
出席免除会員  22名    欠 席 会 員    10名 
本日出席会員  55名    MAKEUP会 員     8名 
本日の出席率  82.09％  訂正出席 率  98.46％ 
超 過 出 席 浅井彦治君、幅辰雄君、猪飼充利
君、稲垣宏高君、児玉昭君、松本浩義君、三谷栄
一君、坂井裕君、矢田潔君、吉田康裕君（第 31
回津島・あまＲＣ合同ゴルフ大会） 

 
会長挨拶 

浅井彦治会長 

暦の上では小満(しょう

まん：5 月 21 日頃)、万物

がやや満足する季節です。

大変いい季節となって参

りました。 

そんな中、先日は浜名

湖方面の家族会に出かけ

ることができました。ご

参加いただいた皆様お疲れさまでした。気候もよ

く少し暑いぐらいの好天に恵まれ、お集まりのメ

ンバーはじめご家族の皆さんも、お子さんたちと

一緒に楽しい時間が送れたのではと思います。ま

た渋滞にも合わずにスムーズなスケジュールがで

きたことは幸いでした。帰りのバスの中で見た『シ

ンデレラ』のビデオも面白かったですね。小学１

年の孫娘が一生懸命見ていました。将来よい王子

様に出会うことができるように願いたいものです。 

帰ってから「おんな城主直虎」をゆっくり見る

ことができました。親睦委員会の皆さん大変お疲

れさまでした。 

本日の挨拶は今回アフリカに行かれた高木さん

の興味のあるお話が聞けると思いますので、手短

にさせていただきます。また余郷さんの「ありえ

ないバス旅行」と題した卓話も楽しいお話だと期

待しております。 

イギリスの哲学者であるジョン・ロックは「人

が何を考えているかを最もわかる良い方法は、彼

らの行動を見ることだ」と言っています。 

お 2 人とも津島ロータリーの重鎮であり、日頃

多くのご指導をいただいている大先輩であります。

三和テクノ株式会社創業 50 周年おめでとうござ

います。記念誌を拝見いたしましたが、素晴らし

い内容でした。㈱マルビシさんも成長を続けてい

る素晴らしい企業です。立派に事業をされながら

多くの奉仕活動にも参加されているのは周知のこ

とであります。 

本日は両先輩のお話から方々の行動を察知し、

普段気が付かないお考えをご教授いただけるかと

思います。そんな先輩のお考えを垣間見ることで、

今後のロータリーライフの指針にしていただきた

いと思います。 

 
幹事報告 

田中正明幹事 

 先日の家族例会、お疲

れ様でございました。

本日、家族例会の登録

料請求書をお配りしま

したので、今年度内に

お振込みいただきます

ようお願いいたします。 

 本日、西尾張分区会長・幹事会が名古屋市内

にて開催されます。浅井会長と私が参加いた

します。 

 5月 31日（水）、パスト会長会議を午後 6時

より魚しまにて開催いたします。 



     

 

- 2 - 

第 3108 回例会                                                               

 6 月 2 日（金）、理事会を開催いたします。

該当の役員・理事・委員長の皆様にはご出席

いただきますようよろしくお願い申し上げま

す。 

 6 月 19 日（月）6 時より魚しまにて、新旧合

同の理事会を開催いたします。案内をお配り

いたしましたので該当の役員・理事・委員長

の皆様にはご出席いただきますようよろしく

お願い申し上げます。 

 そろそろクールビズを実施してまいりたいと

思います。 

 6月のロータリーレートは、今月と同じ$１＝

\110でございます。 

 
ニコボックス報告 第 3107回分 

伊藤哲朗ニコボックス委員長 

浅井彦治会長、加藤則之副会

長、田中正明幹事 ①親睦委

員の皆さん、家族会ご苦労様

でした。またご参加お疲れさ

までした。②余郷さん、卓話

よろしくお願いします。 

浅井彦治君 三和テクノ 50

周年おめでとうございます。 

余郷利彦君 本日卓話を担

当します。②河西先生と約束(？)命令されたのに

家族会を欠席しました。 

鶴見治貞君 卓話、余郷君ガンバレ‼  

高木輝和君 ①マダガスカルでサルを見ました。

②ケニアとマダガスカルでメーキャップしました。 

浅井賢次君 ①高木さん無事にお帰りなさい。②

家族会、役員の皆さんお世話になりました。③余

郷さん 50周年おめでとうございます。④写真がウ

ィークリーにのりました。 

水野憲雄君 高木さん、ライオンのエサになると

思っていましたが、無事ご帰還おめでとうござい

ます。 

山田勝弘君 家族会が無事終わりました。ありが

とうございました。また名古屋場所が始まります。

ご協力お願いします。 

伊藤誠君 家族会ありがとうございました。 

飯村理君、宇佐美三郎君、佐藤敬治君、住田正幸

君、中村陽介君、松本浩義君、山田章博君、吉田

康裕君 親睦活動委員会の皆様、家族会ありがと

うございました。 

猪飼充利君、伊藤哲朗君、伊藤祥文君、大河内勝

彦君、梶浦興蔵君、児玉昭君、小林啓子君、篠田

廣君、杦田勝彦君、寺島淳一君、服部貴君、幅辰

雄君、堀田力男君、矢田潔君、山田公男君 家族

会を欠席しました。 

伊藤哲朗君 ①余郷さん 50 周年おめでとうござ

います。余郷達也さん、利彦さんお世話になりま

した。②安江先生にお世話になりました。 

加藤隆朗君 安江先生に大変お世話になりました。

（夜の錦）ありがとうございました。 

寺田晏章君 宇佐美さんご夫妻、お心遣いありが

とうございました。 

根﨑健一君 久しぶりに例会に出席できました。 

横井知代君 佐藤敬治さん、先日はありがとうご

ざいました。有言実行‼ さすがです！ ワサビま

でおろしていただき何から何まで……。 

加藤泰一郎君 先回の家族会、ありがとうござい

ました。子ども達も喜んでいました。 

大河内勝彦君、山本達彦君 2 週間お休みして 

すみません。 

余郷達也君 家族会欠席しました。 

古川弘一君、野々山勝也君 ウィークリーに写真

がのりまして。 

安江正博君、八谷潤一君 その他。 

 

卓 話 

卓話担当：余郷利彦君 

演  題：「ありえないバス旅行」 

  

ロータリーに入って 40

年、その間 20 数回卓話が

回ってきたかと思います

が、私は 1度も自分でやっ

たことはありませんでし

た。今回初めて自分で卓話

をします。 

 私ども(会社)は年に 1 回秋に研修旅行を行って

おります。社内の慰安旅行ですね。25年ほど前の

話ですが、10 月に奥飛騨へバス旅行をしました。

かわいいバスガイドさんが乗っておりました。若

い、いかにも素人という感じでした。 

 バスが走り出して間もなく、テレビの調子が悪

いんで一宮インターで乗り換えてくださいと言わ

れ、1 時間ほど待って乗り換えました。そのとき

はなんでテレビが故障したぐらいでバスを変える

んだろうと思いました。 

 ガイドさんは「右手に見えますのは…」と案内

をするんですが、ガイドさんには右で

も、（客の）私たちには左側で、何も

見えない。「ガイドさん見えませんよ」

「いや、こちらに見えます」「それ左

じゃないの？ あんたには右でもこ

ちらは左だ」と言ったら、ガイドさん

はパニックっちゃって、それ以上しゃべれなくな

っちゃった。だからもう全然案内なし。 

 宿について、食後の飲み会も 11頃お開きとなり、

寝ました。そうしたら夜中に救急車の音がするん

ですね。うちの社員ではなかった。 

翌朝、風呂へ入って食事して気分よく出発とい

うとき、挨拶しながら愛嬌をふりまいているはず

のガイドさんが、ジャージのトレーナーを着てウ

ロウロしている。「運転手がいません、昨夜救急

車で運ばれたんで、このバスは動かないんです」
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と泣いてるんです。謝ってるんですが、しょうが

ない病気だから、「どうするんだ」と聞けば「私

にはよくわかりません」 

 違うバスが来ました。そのバスがすごいんです。

絵がはげちゃって半分ぐらい見えない、幼稚園の

スクールバスみたいなもので、愛想の悪い運転手

が降りてきて乗ってくださいと言うんですが、荷

物を積み換えたり大騒動でした。しかも、「ご覧

の通りのバスで、どこで動かなくなるかわかりま

せん(笑）。その時は降りていただいて、また別の

バスを手配してください」と運転手が言います

(笑)。そのバスに乗ったん

ですよ。ゴ～ゥゴ～ゥと、

ものすごいエンジン音、後

ろは真っ黒い煙、火まで出

てるんじゃないかと思うくらい……（笑）。 

 片側一車線追い越し禁止の道路で、バスの後ろ

は車がずーっと連なっています。前を走る車は 1

台もない。10月の天気のいい日で（観光には）一

番いい時季で、運転手は脇へよけて、窓を開けて

後ろの車を先に通す。こんなことばっかやってる

んで、いつ着くかわかりゃしない(笑)。 

 大きな駐車場に着いたのがお昼過ぎですよ。降

りたところにはベンチもなければ、日陰もない。

暑いしめまいがする。1 時間くらい待って次に乗

り換えるバスを見てさらに驚いた。バスに書いて

あるのは「乗り合い」、「ワンマン」、乗ったら

料金箱がある。社員が「運転手さん、いくら入れ

たらいいですか？」なんていうバスに乗りました。 

15分ぐらいで昼食の場所に着きました。ドライ

ブインにワンマンバスで来たのは私達だけで、ま

あ格好の悪いことったらありゃしない。2 階の食

堂へ上がって食事です。長野ですから蕎麦ですが、

おつゆが入ってない。蕎麦がうどんになっている。

全部つゆを吸ってうどんになってる。お味噌汁が

お澄ましみたいに薄い、箸でかき回したら味噌が

浮いてくる、そんな食事でした。 

 食事が終わってバスに乗ったのが 2 時半、それ

から高山へ向かうんです。運転手が「このバスが

一宮インターを出たら次のバスに乗り換えてくだ

さい」と言います。冷蔵庫がない、テレビはない

バスガイドも乗ってない、こういうバスです。ト

イレ休憩もどこにあるかわからないので、みんな

我慢している。顔は真っ青、貧乏ゆすりが始まり、

そのうちに腰を浮かしたり座ったり、助けてくれ、

止めてくれという感じです。仕方なく路肩に止め

て全員ズラッと並んでいっせい放水です。消防の

出初式みたいなもんです。おかしなヤツと思われ

る。バスに会社名が貼ってないからいいようなも

のの、貼ってあったらやってられない。 

 このバス旅行でつくずく思ったのはビデオがな

いのは大変だということです。定番の『釣りバカ

日誌』とか『フーテンの寅』とかね。ガイドさん

がいてくれれば歌を歌うとかできます。帰りは何

時間も見るものもない、飲むものも誰も飲まない。

冷蔵庫がないし、飲むとトイレが困る。 

一宮インターへ着くと迎えのバスが来ておりま

した。飲み物の積み換えが大変でしたが、ホッと

しました。ふと思い出すと救急車で搬送された運

転手は大丈夫なんだろうか、泣いて走りまわって

いたかわいいバスガイドは泣いてないだろうなと

か、もっと心配なのは奥飛騨から送ってくれたも

のすごいバスの運転手さんは奥飛騨まで帰っただ

ろうか、途中で難儀してるんじゃないだろうか、

一宮インターまで送ってくれたバスの運転手はこ

れから高山へ帰るんじゃ 12 時過ぎるんだろうな

とか、いろいろあったけどそれぞれやっていただ

きました。 

旅行会社ではなくて、バス会社が責任をもって

バスや運転手を手配することができなくなった。

あらゆる手を使ったけど、どこへどんなバスがく

るのかまったくわからない。 

 無事に会社へ帰りましたが、いったい何のため

に奥飛騨まで行ったんだと思いました。慰安旅行

じゃなくて、まさに研修旅行でした。やりたくて

もできない、今まで一度も話したことがない話で

した。聞いていただいても何の得にもならない話

でした(爆笑)。次はもう少し格調高い話をしたい

と思っております。ありがとうございました。 

 

 Ｑ：全部で何台のバスに乗ったでしょう？ 

 Ａ：5台 

 

司会の幅辰雄会場委員 

 私は美濃市出身ですが、板

取川沿いに「御手洗(みたらい)」

という地名があります。路線

バスの行先は「御手洗」と書

いてありまして、まるでトイ

レ行きのバスみたいでした。 

 
【遠隔地例会出席報告】 

高木輝和君 

5月 7日から 1週間、ケニ

アとマダガスカルへ行って

きました。往復で待ち時間

も合わせて 2 日半かかり、

現地にいる 4 日間は全く寝

ずに動物に会いに行きまし

た。帰りの飛行機の中でぐっすりと寝ました。帰

国したら 3㎏も減ってました。 

マダガスカルの(首都)“アンタナナリヴ”なん

て覚えるのにひと月もかかりました。人口は約

2,300 万人、アンタナナリヴだけで 200 万人以上

の住民がおります。もともとアフリカだったのが

2～3億年前に地殻変動で分離し、動物でも植物で

も独自の進化を遂げました。だから不思議な動物

がたくさんおります。猿でも小さいんですけども

 おまけ 
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次回例会 

第 3109 回 ’17年 6 月 9 日 (金) 

卓話担当：国際奉仕委員長 寺島淳一君 

講  師：地区国際奉仕委員長 

     鈴木宏司君(半田南ＲＣ) 

演  題：「地区国際奉仕委員会活動報告と 

今後のあり方について」 

 

お知らせ 

■役員・理事・委員長会議（打上げ） 

 と き：6月 9日（金）18：00 

 ところ：大澤屋 

 

■第 24回津島東高校ＩＡＣ例会 

 と き：6月 16日（金）16：00 

 ところ：津島東高校北館 2中教室 

 

■今年度・次年度役員・理事・委員長会議 

 と き：6月 19日(月)18：00 

 ところ：魚しま 

 

 

綺麗な毛の猿がいっぱいいます。それから鳥はブ

ラジルのようなコンゴウインコではなくて、小さ

くて変わったインコがたくさんいるんです。マダ

ガスカルには高価な亀もいますが、持ち出しを禁

じているということです。 

アンタナナリヴの泊まっていたホテルでロータ

リーの例会をやっています。定刻を 1 時間すぎて

休会かと思っていたら、ぼちぼち 10人ぐらい来ま

した。そのうち 3 人が女性でした。実際には 15

人くらいのクラブだと思います。皆きつくハグす

るので最初は緊張しましたが、そのうち慣れまし

た。ハグの後で「You は Chinese か？」という

ので「No,no,Japanese」と答えると「Japanese 

good！」と言うんですね。マダガスカルは全て中

国資本で工事していて、今いろんな問題が起きて

いるとガイドさんに聞きました。道路を走れば埃

だらけ、汚いし臭いし、気持ち悪いんですね。川

は殆ど泥だらけです。洗濯物は茶色く染まっちゃ

う。そういうマダガスカルですが、40くらいロー

タリークラブがあって、アンタナナリヴだけで 15

ぐらいあるということです。 

 バナーをくださいと言ったら、もうないと言わ

れたんですが、私はバナー（交換）のために来た

んだと言いました。「You はフランス語ができる

か」と言われ、「No」と言うと「英語はできるか」

というので「Little だ」と言ったら、次から次へ

英語でしゃべってきまして……。 

ロータリーって不思議なことに、だいたい何を

しゃべっているのかわかるんですね。なんか難し

いことを言ってると思ったら「姉妹提携やろう」

と言っている。そんなマダガスカルみたいなとこ

ろで姉妹提携なんてやれないもんですから、「No 

thank you. No thank you」と答えました。姉妹提

携って、これ    （自分の両手を握って）や

るんですよ。 

 バナーをどうしても欲しいと言いましたら、

「Tomorrow morning」明日の朝までに必ずバナ

ーを届けるって言うんです。以前、Ａさんたちと

イタリアへ行ったときには、届けると言いながら

持ってこなかった。そうしたら、朝チェックアウ

トする時に持ってきてるんですね。アフリカ人は

肌は黒いけど腹が真っ白だと感心しました。 

 ナイロビのウツミシＲＣは 2回目で、7～8人の

会員のうち 1 人が私を知っていまして「You 

Toyoda」って言います。前回その人にレクサスの

帽子をプレゼントしたのを覚えてまして、懐かし

く 30分くらいお話をしました。隣のＲＣ例会にも

誘われましたが、時間がないのでお断りいたしま

した。ウツミシＲＣもバナーがないから、代わり

にメーキャップカードで許してくれと……。 

 それがなんと、会長がバナーを探して、私が帰

るときにナイロビ空港まで持ってきてくれたんで

す。大変感心しました。 
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アンタナナリボＲＣ

のバナー 

加藤則之副会長 

ナイロビウツミシＲＣの 

メーキャップカードとバナー 

中野義光親睦活動委員 堀田力男広報委員長 

寺島淳一君 

 次年度の

Ｒ手帳が

届きまし

た 


