
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                       
◆ お客様 青少年交換留学生 マグナス・トレンカー君   

◆ 会長あいさつ          森  勇一会長 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４月９日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、先イチローが今度は「国民栄

誉賞」を取るのではないかと思いますと私は、会長

挨拶で話したのですが、イチローさんは３回目もお

断りしましたね！今度は人生の幕を下ろした時に貰

いたいと言うことで、あの世に行ってからもらうのか

な？「国民栄誉賞」彼にとってはあまり魅力がない

のかなと思ったりしています。 

 今朝、テレビを付けましたら、お札が変わるという

ことで、少々びっくりしました。一万円札が福沢諭吉

から渋沢栄一、五千円札が与謝野晶子から津田塾

の津田梅子さん、千円札が野口英世から北里柴三

郎ということで、偶然にも作日、自動販売機会社の

社長さんとお話ししていました。「儲かりますか、設

置業は大変ですよね！」と話をしていました。あまり

景気は良くない、お札が変わるようなことがあるとよ

いですねと話していたら、本当に変わるということ

で、そんなことはあるのかと、びっくりしました。 

 皆さんのお手元の会報、３ページに交換留学生の

豊島美咲さんの記事が載っています。 

 

第３３５回 例会 ４月１６日 草加市文化会館 

会 長：森  勇 一 

幹 事：二階堂祐 司 

 

例会日：毎週火曜日 19:00～20:00 
例会場：草加市文化会館 
事務局：草加市青柳 8-56-21 
    TEL/FAX 048-967-5315 
    PC：sokamatsubara@abelia.ocn.ne.jp 

国際ロータリー第 2770地区第 9グループ 

草 加 松 原 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ  

 ２０１8‐19 年度  国際ロータリーのテーマ  インスピレーションになろう 

 

これを見ると、もう帰りの航空券の予約をしたのだ、

帰ってくる日が近いのだ！と思うと同時に、マグナ

ス君も帰ってしまう！寒しいねと先ほど話をしまし

た。マグナス君も寂しい、帰りたくない！日本の大

学に行きたいと流暢な日本語で話していました。

「日本は好き、獨協大学に行きたい（マグナス）」ぜ

ひ頑張ってください。 

 先週の理事会で資料が不足していたものがあり

まして臨時の理事会が例会後に予定されていま

す。理事の方お忙しいところ、恐縮ですがご参加を

よろしくお願いいたします。 

 

皆さんこんばんは、今週末に地区研修協議会が行

われます。担当に委員長の方はご参加をお願いいた

します。 

例会終了後臨時の理事会がありますので宜しくお

願いいたします。 

 

＊＊本日のプログラム ＊＊ 

開会点鐘         幹事報告 
ロータリーソング    委員会報告 
四つのテスト          ＳＡＡ報告 
お客様紹介         出席報告 
会長挨拶         閉会点鐘 

卓話「キトラ古墳星図について」 

渡辺美和子会員 

https://www.photolibrary.jp/mhd7/img583/450-20180329221424.jpg


  

   

 

 

                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

                         みなさんこんばんは、今日は卓話ということで宜しくお願いいたします。２

月下旬に長谷部会員が地中海クルーズに行って卓話をされたということ

で、たまたまその時に例会をお休みさせていただいたのですが、その時に

私はカリブ海のクルージングを家族で行きまして１０日間楽しんできまし

た。最近クルージングが流行してきました。今回卓話の機会をいただきまし

たので宜しくお願いいたします。 

 今回のクルージングは娘と孫がボストンにおりましてその影響で娘が親孝行のつもりで誘っていただきました。

私も結婚して３７年目です。私と女房に３番目の娘、この娘が７月に結婚式を行いますのでそのお相手と日本から

は４人、ボストンからは５人、船が出るところはアメリカのオーランド、パックツアーではなく飛行機にホテル、クルー

ジングと予約しまして行ってまいりました。娘のほうは英語ができますので良いのですが、私たち家族は英語が全

くできません、成田から飛行機で結構慣れているつもりでしたが、色々 

トラブルがありまして、ひとりがアメリカに入国するための ESTA(エスタ) 

の申請をしないと入国できないのですが、パスポート番号が 

1字違っておりまして、成田でそれがわかるのです。飛行機には載せて 

いただけないのです。 

荷物を預けるのは出国に 1時間前ということで、ぎりぎり間に合いまして、 

クレジットカード払いの承認も取れチケットを発券していただき乗れました。 

今回、オーランドに行くためにヒューストン経由で私が予約、乗り換えも約 1時間、入国して、ターミナルを取り換え

乗る。これに乗らないと英語ができませんので、その場で飛行機を替えるという難しいことはできません。それもギ

リギリセーフでオーランドまで無事につきました。船が出る港までは車で 1 時間、チップなど難しいことはあったの

ですが、ここでは娘がおりましたのでなんとか行けましたが、ケープカナベラルのディズニークルーズに乗るところ

は看板が全く出ていません、どこに行っていいのかわかりません、聞きながら行きました。 

荷物を船に乗せるのも係員はやってくれません！商売にしている人がチップをもら

って船に乗せてくれる。渡してしまうと盗まれてしまうのではないかと思うではないです

か！アルバイトの高校生くらいの人が大勢いまして皆さんが渡しているから大丈夫な

のではないかと思い、チップを渡して荷物は船に乗せていただきましたが、乗る場所も

システムが日本のように親切な案内板はない！案内もしていない！皆さん行列で行く

ところについて行き、そこで顔認証を取るのです。ルームキーと顔認証で中では凄い 

システムになっておりまして、出発する。土曜日のお昼頃に出発しまして、1週間後、帰りは土曜日の早朝に戻ると

いうスケジュールで 2 泊はホテルの中で泊り、寄港地は 3 か所、ポルトラ島、イギリス領だそうです。もう一つはセ

ント・トーマス、アメリカ領のバージング諸島、最後はディズニーランドが個人所有する島（キャスタ・ケイ・ウェイ）、

ケープカナベラルのケネディ宇宙センター、スペースシャトルの 

打ち上げるところを見ながら 3日程かけて島に行く、船の中は 13階 

建て、廊下は同じドアなので乗客の皆さんは、ドアに名前を書いたり、 

工夫をしていました。皆さん家族連れが多く、私は窓際のテラス 

付きの部屋をとり、ダブルベットでした。最近、部屋は別ですから 

女房とダブルベットに寝たのは 25年ぶりくらいでした。 

船の中は細かいところまでミッキーマウスになっています。洗面所も 

ミッキーマウスの格好をしています。プール付きの屋上、昼間はプールにスライダーがあり、お子さんが楽しめるよ

うに浅いプールもありますが、さすがアメリカ、大人がぎりぎりの背の高さ、水に慣れた子ども、幼稚園でも小学生

でも深いプールに入れてよいということで、楽しませるということは、アメリカは全然違います。その代わりにライフ

ガードが付きっきりで見ています。溺れないように監視しております。日本では安全のために浅いプールにしか入     

れないですよね！船の中は、レストラン、映画館、ショッピングエリアなど

色々ありまして、食事は無料です。お酒だけは有料でレストランの中で注

文するシステムです。ベットメーキングも１日に３回してくれます。担当者は

毎日同じ人が来ます。朝食に関しても食べ放題で、ホテルのバイキング変

わりません！部屋まで運んでもらうこともできますが、その際はチップが必

要とのことです。寄港するところは、他の船が同時に２・３隻来ます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

みなさんこんばんは、先週の週末に北本キャンプに行きました。 

留学生たちと行きました。 

土曜日に行きました。土曜日に、ゴルフしました。ちょっと違う！ 

ゴルフのクラブ・ボールは大きい！名前は忘れたけど、楽しかった！ 

ちょっと暑かった！あとバーベキューしました。おいしかった。 

夜にみんながぜんぜん寝なかった ３時に寝て、６時に起きただから 

日曜日に１０時間くらい寝た。 

大きいお風呂にみんなで入って楽しかった！ 

島民は多分いないのではないかと思いますが、２０００人乗船する船が 

２．３隻来ますので相当の経済効果があると思います。 

クルーズ船は、総トン数が１３万トン、全長が３３９メートル、乗客の定員 

が４０００人だそうです。スタッフ・キャストが１４５８名、スタッフは東南 

アジアの方がほとんどでした。多分、アメリカ人を使うと人件費が高い 

からなのかなと思います。スタッフが相当おりますので食事をしても 

何をしてすぐに片づけに来ます。トイレにも番がおりまして絶えず掃除 

をしています。さすがディズニーランドですね！食事につきましても朝食ランチすべて無料で、夜はディナー 

３０００人近く乗っておりますので４つディナーのレストランがございまして、２

部制になっています。担当者はすべて同じ人になっております。食べきれな

いです。ほとんどフルコースです。半分くらい残して申し訳ないですが、片づ

けていく人がいます。 

最後に寄港するところはディズニーランド所有の無人島で済んでいる方はい 

らっしゃらないです。お客さんは島内に電車に乗ったり、ゴーカートに乗った 

りいろいろ遊べます。私はジェットスキー、日本では免許がないとできないですが、私は、免許はないですが２回

乗って参りました。１時間くらいで浮島まで行かれるのですが、きれいでした。 

 船の船内では、ショーなどもやっていますし、希望者は一緒に写真も撮ってくれます。適当に撮った写真でも

顔認証をしていますので家族同士に登録されるのです。下船する１．２日前に希望者は変える。今の技術です

から進んでいます。レストランにミッキーマウスやいろいろなキャラクターが来足り楽しめますので、お子さんや

お孫さんを連れていくには大変良い船だと思います。アバンチュールを楽しむにはこの船は不向きだと思いま

すが、家族連れで楽しむには良い船だと思います。わたしも知らなかったのですが、スターウォーズをディズニ

ーランドが買い取っていたのです。この１週間はスターウォーズの船だったのです。 

アメリカからの乗船客には、全員分のコスチュームを持参し、家族全員がスターウォーズ 

のキャラクターに変装して写真を撮っている方もいらっしゃいました。ベットメーキングや 

レストランの担当者が変わらないというのはチップの都合なのだそうです。 

合理的で最後にチップの請求書がくるのですが、そこにプラスアルファ、とアンケートが 

くる。そこに大変すばらしいとしてあげると出世するそうです。給料なしで、チップで全部 

やっているそうです。アメリカ人を使うと最低賃金などあるのでしょう、東南アジアの方を 

使うには法律的に制約がないので東南アジアの方を採用され、東南アジアの方も載って 

いるので言葉もわかるようになっているのだと思います。 

 帰りは、ヒューストン経由ではなくてシカゴ経由で戻ったわけですが、クルーズに乗り降りするには往きに当日 

お昼前についていなければならないので、前泊、帰ってくるに土曜の朝ですからそれで飛行機に乗って日本 

帰ってくるには直行便はないので乗り換えらなければならないので後泊で１泊して帰ってきたのですが、失敗 

したのが、乗り継ぎできるニューヨークやロサンゼルスなどのハブ空港まで行けば良か 

たのですが、オーランドで泊まったので朝４時起きしなければならなくなりいそがしかった 

と思います。次回行くかはわかりませんが、乗り継ぎできる飛行場まで飛んでいけば早 

起きしなくて良いと思います。私も今回は娘や孫と行きましたが、たまたま７月に三女が 

結婚するのでその彼もつれていきました。家族の親睦を深めてきたということで今後この 

ようなことがあるかはわかりませんが、体の元気なうちに１１日間家を開けるのは心配で 

したが、旅行させていただきました。これもアメリカに娘を嫁がせたおかげかなと思って 

おります。何とか健康で長生きするように頑張りたいと思いますので今後ともよろしく 

              お願いいたします。きょうはありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月９日 ニコニコＢＯＸ 

金額 19,000 円 累計 591,000 円 

４月９日  出 席 報 告 

会員総数 43 出席 19 

出席免除  6 ＭＵ  3 

出席適用 37 出席率 59.46 

今後のプログラム 
4/23  会員卓話           レセプション 

4/30  休会 

5/7   誕生祝・結婚祝       レセプション 

森  勇一会長 今日は加藤芳隆会員の卓話を楽しみに参りました。よろしくお願いします。 

二階堂祐司幹事 この前の健康診断で悪玉コレステロールと中性脂肪が高いので少し運動をしてくださいと 

言われました。どれくらいの運動がいのでしょうか？加藤さんの卓話楽しみです。 

飯山 英彦会員 加藤芳隆会員の卓話ありがとうございました。 

牛山 信康会員 憧れのクルーズ、加藤さんがうらやましい！家庭菜園で３年前に植えたアスパラが 

ようやく芽が出て収穫できました。とても新鮮でした。 

大久保雄司会員 加藤芳隆さん卓話楽しみです。 

川井 大輔会員 加藤会員卓話ありがとうございます。楽しみです。 

木村 博行会員 加藤芳隆さん、卓話よろしくお願いします。暖かい日が続いています。 

元気にがんばりましょう！ 

勝浦 雅和会員 加藤さん卓話ありがとうございます。今日契約書を作成しました。令和を使いました。 

加藤 芳隆会員 今日はディズニークルーズの卓話をさせていただきます。宜しくお願いいたします。 

篠宮 時雄会員 加藤会員卓話を宜しくお願いいたします。夕はまた寒いですね。 

関   洋会員 加藤さんの卓話楽しみにしています。日曜日、幸手の１０マイルマラソンに出場、 

権現堂のさくらを見てきました。 

田中 和郎会員 日替わりで気温の乱高下、体がついていきません。加藤会員宅卓話楽しみです。 

田川 富一会員 いつまで寒いですね～ 加藤さんの卓話を楽しみに出席させていただきました。 

富永  悟会員 加藤芳隆さん卓話楽しみです。宜しくお願いいたします。 

長谷部健一会員 加藤芳隆会員の卓話を楽しみに来ました。今日は少し寒かったですね。 

渡辺美和子会員 加藤さん卓話楽しみにしています。 

キトラ古墳星図を製品として販売する許可が文化庁から出されました。 

松田 龍美会員 加藤会員卓話よろしく、楽しみにしています。本日はお世話になります。 

 

 

 

 

 みなさんこんばんは、昨日、川口モーニングＲＣの盲導犬 

チャリティーゴルフコンペに１組４名で参加してまいりました。

プレステージカントリークラブ、難しい西コースだったので、 

パットに苦労しまして、草加松原ＲＣからは前回優勝の長谷

部さんも参加されたのですが、 

驚異的なスコアーが出てしまうかと思いましたが、パットに 

苦労して、そう毎回うまくはいかないな～と安心も致しまし

た。７時４０分スタートで少し早かったのですが天気にも 

恵まれまして、楽しくできました。 

 

 

 みなさんこんばんは、１２日の地区研修協議

会ですが、大宮ソニックシティで行われます。 

受付開始が９時～ 点鐘が１０時２０分です。 

８時３０分に草加駅に集合いただき、皆さんで

一緒に行きたいと思います。ご参集を宜しくお

願いいたします。 

 また、直接会場に行かれる方は、ご一報くだ

さいますようお願いいたします。 

 

開催日  ４月１２日（金） 

会 場  大宮ソニックシティ 大ホール 

次年度の各部門委員会、委員長に皆様に 

ご参加いただきました。 

お疲れ様でした。 


