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-西村会長井上敏夫会員、美味しい桃をありがとうござ
います。カレーのデザートにバッチリです！

-会

長

報

告-

[ガバナー事務所より]


高校生奨学金募集について



薬物クリーンかながわ



青少年交換学生募集の件



2015-16 年度財団補助金管理セミナー開催の件
8 月 23 日(土)13:00～17:00 第一相澤ビル

[厚木市役所より]


平成 26 年厚木市戦没者追悼式開催について(ご案内)



第 68 回あつぎ鮎まつり大花火大会招待状について

-幹

事

報

-お祝い行事山崎隆夫会員、国際大会 21 回連続ご
出席おめでとうございます。

告-

[厚木中ロータリークラブ]


7 月 30 日(水)
渡辺治夫ガバナー公式訪問
例会後、懇談会



8 月 2 日(土)，8 月 3 日(日)
エンドポリオキャンペーン



8 月 6 日(水)

中野正義直前会長、入会記念日
おめでとうございます。

ロータリーの夕べ&新会員歓迎会

[例会変更]


平塚 RC
①

7 月 31 日(木)

-クラブフォーラム-

休会

(会員増強について)

※定款による
②

8 月 14 日(木)
休会
※定款による

③

8 月 21 日(木) → 8 月 22 日(金)
花火大会見学家族例会(移動)
18:00～20:00 サンライフ本社ビル

8 月は月間として世界のロータリークラブが
捉えています。私どものクラブには今、119
の職業分類があります。
会員一人一人が増強する気持ちを持つ事が大
切です。

[週報]

厚木 RC
＝ 例会場 レンブラントホテル厚木 TEL 046-221-0001 例会日 毎水曜日 12:30 ＝
ホームページ http://www.atsugi-naka-rc.com/ E メール info@atsugi-naka-rc.com

2014 国際ロータリー世界大会
オーストラリア シドニー出席報告
[山崎隆夫国際奉仕担当リーダー]
世界大会は定足数である一割が参加
しなければいけません。出席したら、
代議員に登録し、投票を行ってくださ
い。海外での楽しみは、食事を日本の
物では無く、そこの物を食べる事です。
※別紙、旅行記も是非お読みください。

動画のスクリーンショットになります。

-桃の便り[例会にて]
井上敏夫会員より、美
味しい桃が全員に振舞
われました。皆さん、
おっぺが落ちてました。
“井上としお桃園の桃”
絶賛販売中です！

[井上としお桃園収穫祭にて]

＝ 例会場 レンブラントホテル厚木 TEL 046-221-0001 例会日 毎水曜日 12:30 ＝
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[三平治憲会員]
山崎さん、世界大会の映像を最後まで見ることができなくて、
ごめんなさい。21 回、おめでとうございます。井上さん、桃あ
りがとうございます。おいしくいただきます。
[山口光正会員]
先日、当社が施工しました、戸田小学校南棟トイレ改修工事で、
平成 25 年度厚木市優良工事表彰を受賞しました。

-スマイル-

[山口光正会員]

[西村会長・西副会長・小島会長エレクト・笹生幹事・山本副幹事]

7 月 16 日に 3 人目の孫が誕生しました。また、にぎやかにな

梅雨も明け、いよいよ夏本番。そして、間もなく厚木鮎まつり

ります。

です。厚木のロータリアンも忙しくなります。エンド・ポリオ・

[原田孝一会員]

ナウのキャンペーン活動と三川合流地点での清掃活動。会員の

本日、所用により早退します。

皆様、ご協力よろしくおねがいします。斉藤さん、山崎さん、

[建部覚会員]

本日はよろしくお願いします。

井上さん、美味しい桃をごちそう様でした。

[斉藤会員・佐々木会員・原田会員・小沢会員・城所会員・
飯田会員・建部会員・鈴木会員]

[柴田淳之助会員]

山崎さん、本日は世界大会のビデオ報告を宜しくお願いします。

久しぶりに出席し、最後まで居ようと思っていたのですが、急

連続 21 回も世界大会へ参加されたことは、厚木中クラブの誇

用が出来やむなく今日も早退します。

りとするところです。本当にご苦労様です、そしておめでとう

申し訳ありません。

ございます。

[井上敏夫会員]

[中野正義直前会長]

今日は、あつぎの桃をお楽しみください。ただいま好評にて販

山崎隆夫さん、国際大会参加連続 21 回おめでとう。これから

売中です。三平さん、スマイルでのご購入ありがとうございま

もさらに記録を更新し続けて下さい。本日は報告よろしくお願

す。

いします。

[千代川浩子会員・石川弘子会員]

[山崎隆夫会員]

山崎さん、ロータリー入門書ありがとうございました。しっか

世界大会参加特別賞を頂き、ありがとうございました。これか

り勉強させていただきます。

らもロータリーライフを楽しもうと思っています。宜しくお願
いします。

例会スケジュール
日時

点鐘

場所

内容

7/30

12:30

レンブラントホテル厚木

ガバナー公式訪問

会長

8/06

12:30

レンブラントホテル厚木

卓話例会

クラブ管理運営委員会

8/13

担当

休会

8/20

12:30

レンブラントホテル厚木

インターアクト合同例会

クラブ管理運営委員会 IAC 担当

8/27

12:30

レンブラントホテル厚木

少年野球・ガールスカウト青少年奉仕例会

奉仕プロジェクト委員会・青少年奉仕担当

第 1763 回出席報告
会員数
44 名

計算に用いた
会員数
37 名

免除者数
15 名

欠席者数
13 名

出席率
83.78％

前々回修正
出席率
85.00％

前年度

本年度

7 月会員数

7 月会員数

44 名

44 名

やむを得ず欠席される方は、必ず事務局までご連絡下さい。
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平成 26 年 7 月 23 日

登れなかったエアーズ・ロック

国際奉仕委員会

山崎

隆夫

エアーズ・ロックは、ご存知のようにオーストラリアのおへそといわれ、オーストラリア中央の、砂漠の中に
そびえる。周囲 9.4Km、高さ 348m 巨大な一枚岩の世界遺産である。
6 月 1 日シドニーでロータリーの年次大会が開催された。2003 年ブリスベンの時は 2610 地区のパスト・ガ
バナー若林啓之助さんご夫妻と日本のパルプメーカーがタスマニア島で行う植林事業を見学した。そして羊の
放牧 500 万頭の広大な大地を見学。日本の捕鯨基地ホバート港でタスマニア・ワインと刺身・寿司を楽しみ、
貝実の小さいタスマニア・オイスターで舌づつみを味わった。今回はぜひあの巨大な赤い岩に対面したいと考
え参加しました。
成田を夜に出ると朝にはシドニーに着く、時差が無いので、朝は、自然と身体と頭が動いている。
入国審査後そのまま乗り継ぎエアーズ・ロックに向かう、とはいっても直行便は無い。アリス・スプリングス
で乗り継ぎ、2,020 キロのフライト。さらに 350 キロ以上を飛んでようやくエアーズ・ロックの空港に着く、
オーストラリアは広大である。ここには、空港のシンボル、コントロール・タワーが見当たらない。待合室の
2 階からは、360 度地平線まで見渡せるので塔など必要ないのだ。タラップを降りると周囲には何も無く、地
球は丸いと実感する。テント張りの通路には WELCOME の横文字のほかに
ハングルが一つ、漢字は見当たらない。
夕日に染まる赤い岩はみごとであった。刻々と色がかわる、日が沈むと紫色に変わり、やがて黒い岩となる、
自然のおりなすドラマは、圧巻であつた。夜空の星も見ものであった。何せ周囲には明かりがまったく見えな
いので、天の川の小さな星も綺麗に見える。これだけ沢山の星が蒔絵のように見えれば、古代人が星空に蠍や
神々の姿を投影しても不思議は無い。大きな偽十字星に小さな南十字星、この方向が南なのだろう。大気が乾
燥しているせいか、昔シンガポールのクルージングで見た星空より見事であった。
翌朝 6 時 20 分暗いうちにホテルを出発 4Km も離れた所から朝日をあびて色の変わるエアーズ・ロック観
賞、いよいよ目的地に車を走らせる。エアーズ・ロック登山は、蟻が歩いているように、岩を登っている人が
見えたら大丈夫登れる、とガイドが言う。だが近づいても人影は無い。登山口は入山禁止で閉鎖されている。
今まで何十人も吹き飛ばされて死んだので、強風には厳しい規制がなされるのだそうだ。岩に打ち込んだ鎖
に摑まりよじ登らなければならない。草も樹木も無いお饅頭のような巨大な砂岩に、上のほうへ向かってほぼ
直線に道(鎖)が付いている。途中に鎖が見える、最大 48 度平均 38 度の斜度があるという、
これはもう岩登りだ。何もない尾根道を歩くように風をもろに浴びることになる。吹き飛ばされても当然であ
る。鎖にしがみつくための軍手まで用意したが、少々残念だった。そこで岩周りの赤い砂漠の散策に変更、こ
れも好い思い出になった。
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