ロータリークラブ
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No Rain No Rainbow ～笑顔で親睦、友情の輪を広げよう～

創

立 昭和５６年３月４日

例会場 名古屋東急ホテル 中区栄４丁目６番８号

例会日 毎週水曜日１２:３０～１３:３０
会

長 : 足立陽一郎

幹

事務局 名古屋市中区栄４丁目６-３岡崎ビル北館２Ａ ＴＥＬ
（０５２）
２５３-９０７５
事 : 玉置

正樹

会報委員長 : 杉浦

定文

題

字 : 遠藤

友彦

います。また、まだまだコロナウィルスが収まらい中、この

例 会 報 告
■ 本日の例会（第１９３８回）

ＴＥＬ
（０５２）
２５２-８６５８

ように沢山の方にご出席いただきまして、名北ロータリーク

９／２８（水）

３ＲＣ( 守山・錦・名北 ) 合同ガバナー公式訪問
場

所 名古屋マリオットアソシアホテル

例

会 １２：３０～１３：３０

ラブ会員一同心より歓迎申し上げます。
本日はどうぞ宜しくお願いいたします。
さて、本日の会長 挨拶ですが、先日ガバナー補佐訪問の時
にお話をしようと思い、時間がなくて次回にしますと言った、

■ 次回の例会（第１９３９回） １０／１２（水）

ハワイの話をしたいと思います。
先日お話しましたが、８月の初旬に家族と１０日間ほど行っ

米山月間卓話
スピーカー 地区米山記念奨学委員会 委員 市岡 正蔵 様

てきました。

題

まず、ホノルルからその足でハワイ島の方に入ったのですが、

名 「米山月間に因んで」

※１０月５日は、休会になります。

■ 第１９３７回例会記録

ハワイ島と言う場所は、今でも火山活動が続いている一番南

９／２１（水）晴

司

会 岩田

滿治君

斉

唱 ＲＳ／四つのテスト

ご 来 訪 者 名古屋東ＲＣ

川浦

の島で、通称ビッグアイランドと呼ばれている島です。
今でもたまにテレビなどで「ハワイ島のキラウエア火山が噴
火し、
近隣に甚大な被害がでています。」などと言ったニュー

正義君

スを見る事があると思います。その火山の島がハワイ島です。

他２名

ちなみに州都ホノルルがある島はオアフ島で、ハワイ島の後

出 席 報 告

に行ってきました。

会員数

３２名

前々回訂正

欠席会員数

１５名

欠席会員

出席会員数

１７名

ＭＡＫＥ ＵＰ

出席率

５３.１％

出席率訂正

１９３５例会
４名中
１名

８９．
２９％

このハワイ島は、ここ 数年日本人観光客にも人気の島だっ
たのですが、今回は日本人がほとんどいなくて、４日 間いて
３組ぐらいしか見ませんでした。
代わりに、アメリカ本土からの観光客がかなりいて、街中と
かレストランなどは結構こみあっていました。

会 長 挨 拶
■ 名古屋名北ロータリークラブ
会長 足立 陽一郎

コロナに関しての対策ははとんどしてなくて、マスクをし
ている人など皆無の状態で、現地で働いている日本人にコロ
ナに関して聞いてみると「そんな事気にしている人このハワ
イ島にはほとんどいないよ」と言った返事が返ってきて、日
本人の感覚とはかなり違うなと言う印象でした。
その後ホノルルに移り、ワイキキでは日本人観光客もちら
ほら見かけるようになりましたが、コロナに関してはマスク
の着用は日本人以外はほとんどしていません。
ただ、一部の店舗の店員は会社の規則としてしていると言っ

NAGOYA-MEIHOKU
本日錦 RC 様との合同例会です。

ていましたが、とにかく、現地の人とか、アメリカ本土から
の旅行者についてはコロナウィルスの感染防止対策について

平素は福井会長、 小野田幹事を始め錦ロータリークラブ様には

は、もうあまり関心がないように感じました。

ファミリークラブとして大変お世話をいただきありがとうござ

私達も最初の１日はマスクをしていましたが、２日目からは

ノーマスクで過ごす事がほとんどでした。
そんなコロナに関する事よりも、びっくりしたのが物価に
関してです。今ハワイでは不動産から一般食料品、生活用品
にいたるまで、物価がかなり高騰しています。

今後この物価高、円安が続けば１９７０年ごろの「夢のハワイ旅
行」と呼ばれていた時代に逆戻りしてしまうかもしれません。
ハワイ好きな人にとってとても心配になります。
今回は今のハワイの現状を大まかにお話をしましたが、次

今年の春の調査ではアメリカ５０州の中で一番物価の高い州

回機会があればもう少し掘り下げた、 楽しいハワイを紹介し

になり、５０州の中で一番住みずらい州にも選出されました。

たいと思います。

元々、生活用品、食料品などはハワイ州の中だけでは自給で

■ 名古屋錦ロータリークラブ
会長 福井

きず、アメリカ本土からの調達にたよってきたため、輸送費

志保

が価格に上乗せされて他の州に比べ、物価が高めだったので
すが、ここにきて石油等の値上がりにより、輸送費が跳ね上
がり、益々の物価高になったと言われています。
値上げの例を少し紹介しますと、３年前の価格の比較です
が、ペットボトル５００ｍｌ入りの水の値段が９９セントから
１ドル３９セントに４０％の値上げ率同じくジュース類が、
９９
セントから１ドル２９セントに３０％の値上げ率ビールが２ド
ル９９セントから３ドル２９セント１１％の値上げ率など、食

NAGOYA-NISHIKI
名古屋錦ＲＣの福井志保と申します。

料品とか、生活用品の値上げ率が平均で２０％高となってい

今年度会長を務めさせていただいております。

ます。それに加えて、日本人旅行客にとっての一番の問題が

まだまだ未熟者でございます。

円安です。簡単に計算をしますと、３-４年前日本円で１０,０００

引き続きご指導いただきますようお願いを申し上げます。

円で買えたものが平均で２０％の物価高と、円安で１ドル１４

本日は合同例会を開催してくださり、誠にありがとうござ

０円で計算しますと１０,０００円で買えたものが、
１６,８００円

いました。会員一同とても楽しみにいたしておりました。

もかかります。

足立会長をはじめ、名古屋名北ＲＣの 皆さまは本当に温かい

１９６０年の後半から日本人も徐々にハワイ旅行をするよ

方ばかりで、こうしてご一緒させていただけます時間はほっ

うになりました。ただ、当時はまだまだ旅行代金が非常に高

といたします。

く、ハワイ旅行は「夢のハワイ旅行」と言うキャッチコピー

長い歴史と伝統の知恵を、ぜひ今年度も子クラブであります

で旅行会社も案内をしていました。

名古屋錦ＲＣにご指導ください。

１９８０年代９０年代になると日本もバブル景気に準じて、多く

今日は朝から岡崎市の下山小学校に行ってまいりました。

の日本人がハワイ旅行を楽しむ時代が訪れ、前に言われてい

遠かったです。岡崎市下山村の下山小学校と名古屋市北区の

た「夢のハワイ旅行」の「夢の」の部分がとれ、多くの日本

川中小学校が交流をしながら農業を体験するという日でした。

人が行くようになりました。

名古屋錦ＲＣが５周年の年から始めた社会奉仕事業ですから

２０００年代に入ると、年間１５０万人の日本人がハワイ旅行

かれこれ２０年以上の取り組みです。

に出かけるようになりました。
１日の平均にしますと、ホノルル

春に田植え、秋に稲刈り。このサイクルをずっと継続してま

国際空港には毎日、毎日４０００人以上の日本人が降り立って

いりました。もちろんロータリーメンバーと子どもたちだけ

行くことになります。世界の観光地で、毎日、
毎日４０００人の日

で進むことのできる行事ではなく、学校の先生・ＰＴＡ・地域

本人がやってくる、こんな場所は他では絶対にないと思いま

のボランティアさんが一丸となって取り組んでいます。

すし、
いかに日本人がハワイが好きかという事だと思います。

今年は、そこに『稲作とビオトープから環境を学ぶ』として、

そんな日本人が大好きなハワイなんですが、ここにきて先

名古屋市北区の川中小学校にビオトープを再建いたしました。

ほどお話をしました物価高の影響、円安の影響で、コロナ禍

再建と申しましたのは、２０年 前に当クラブが川中小学校と

が明けた後、今まで通りハワイ旅行を楽しむことが出来るか

協力をして作成したものだからです。古くなりましたので再

少し心配になっています。

建となりました。先日メダカが入りました。

１０,０００円で買えたものが今は１６,８００円もかかり、ちなみ

冬には両校との交流会もあります。子どもたちの心と身体の

ににワイキキのラーメン店の値段ですが、前は１杯１２ドル日

成長が楽しみです。

本円で１,２５０円ぐらいだったのが今、一杯２０ドル約２,８００

今年度のクラブ奉仕は《子ども農業体験》だけでなく、
《W

円します。食事代の他でも宿泊代、レンタカー代 など軒並み

ater for Life プロジェクト》としてグローバル補助金によ

５割近く高くなっています。

る国際奉仕も予定しています。

フィリピンの１７か所の小学校に水道設備を整えます。
３年ほどの月日を予定しています。コロナ禍でなければ現地
での打ち合わせもお楽しみのひとつだったでしょう。
なかなかそれは叶わないことで残念です。
さて、
名古屋錦ＲＣが 今年度掲げましたクラブテーマは【温
故知新】です。
クラブ内における会員同士の《故きを温ねて新しきを知る》も
もちろんですが、
《子ども農業体験》のように長く継続し続け
る奉仕事業も大切にしながら、
《Water for Life プロジェクト
》のような 新たな取り組みにもどんどんチャレンジしていき
たいと思っています。
先人の築いてくださった奉仕への熱い想いと、あらたに入会
したからこそ気づく若い発想。
どちらも大切に紡いでいきたいと思います。
本日も、ではございますが日頃のご愛顧に心より感謝申し
上げつつ、今後も変わらぬご厚誼を賜りますよう心からお願
いをして本日の名古屋名北ＲＣと名古屋錦ＲＣの合同例会ご
挨拶に代えさせていただきます。
本日もよろしくお願いいたします。

２ＲＣ合同夜間例会及び懇親会

杉浦

定文君
還暦おめでとうございます！

ニ コ ボ ッ ク ス
【 錦ロータリークラブの皆さま ようこそお越しくださいました
本日はよろしくお願いいたします】
足立陽一郎君 香田

研二君 梶川 久雄君 加藤あつこさん

尾関 正一君 渡邉 泰彬君 加藤 昌之君 入江由希子さん
玉置 正樹君 林

功君 伊藤 晋一君 吉村 知紗さん

岩田 滿治君 平子 明資君 杉浦 定文君 梅

村

篤君

