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第 2399 回例会報告

日　　時：平成 31 年２月 22 日（金）　
会　　場：グアム　「アベニュー」　
司　　会 : ＳＡＡ    　　　　　　　　北島正典副委員長
開会点鐘　　　　　　　　　　　　　　　　内山副会長
お客様の紹介　　　　　　　　　　　　　　内山副会長
内山幸子様 ( 内山会員夫人 )　
川向未希様 ( 川向会員夫人 )
副会長挨拶  　    　　 　　　　　　           内山副会長
　喜連会長は RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会に出席して
おりますので私が代行させていただきます。
　あいにくの台風で、予定されたスケジュールが実行で
きるか心配ですが、皆さんと一緒に楽しいグアム旅行に
したいと思います。
幹事報告　小澤崇文幹事インフルエンザで欠席　 第 2400 回例会報告

日　　時：平成 31 年２月 23 日（土）　
会　　場：グアム　デュシタニホテル　
出席報告　　　　 　　   　　　  
　 2 月 23 日　在籍 51 名中　出席 21 名   
　 前々回 (2 月 6 日 )　  出席率 95.74％  
　 前々回 (2 月 13 日 )　出席率 97.96％  

❶レストラン・アベニューで開催された 2399 回例会

ニコニコＢＯＸ 　　  　 　　　　　　  山岡睦活動委員
●吉野会員　親睦活動委員会・会員の皆様、本日よりの
親睦旅行大変楽しみです。天候が気になりますが楽しみ
ましょう。
●岡本貞雄会員　10 年ぶり 4 回目のグアムです。今回
も皆さんと一緒に楽しい想い出を作りに来ました。大い
に楽しみましょう。
●山崎会員　地区大会及び 50 周年親睦記念旅行に、多
数の会員・家族の皆様ごくろう様です。大いに楽しみま
しょう。親睦委員会ありがとうございます。
●遠藤常臣会員　地区大会、国立ロータリークラブ 50
周年記念親睦旅行大いに楽しませて頂きます。親睦委員
の皆さん又関係者の皆さん御苦労様です。
●近藤会員・三田会員　ワアーイ！グアムに着きました。
常夏の島の 4 日間を皆んなで楽しみましょう！

●岡田会員　親睦委員会の皆様、準備大変だった事と思
います。ありがとうございます。楽しい旅行とお食事楽
しませていただきます。
●伊藤会員・山岡会員　あいにくの台風とのことですが、
グアム楽しみましょう。
●遠藤久会員　初めてのグアムに来ることができてよ
かったです。台風が気になりますが楽しんでいきたいと
思います。
●親睦活動委員会 ( 鈴木会員・山岡会員 )　10 年に 1 度
のグアムですが、親睦委員 2 名でガンバリますので宜し
くお願いします。
＊ニコニコ BOX 合計 37,000 円　累計 1,597,000 円
出席報告　　　　 　　   　　     木島出席奨励副委員長
　 2 月 22 日　在籍 51 名中　出席 21 名   
　 前々回 (2 月 6 日 )　出席率 95.74％  
閉会点鐘 　　　 　 　 　　　          　   　 内山副会長

第 2400 回の例会は、RI2750 地区・
　2018-9 年度グアム地区大会に振替になった。

❷地区大会が開催されたグアム・デュシタニホテル

❸グアム地区大会に出席したわがクラブのメンバー



❸

　■台風の予報　３台の車に分乗して、私たちが国立のイ
ンターに入ったのは５時 30 分、夜明け前である。中央
自動車道から首都高速、東関東自動車道を駆け抜けて、
成田空港までは２時間もかからなかった。
　みんなが集合場所に集まったとき、誰かがスマホでグ
アムの天気予報を見ながら「グアムに台風が接近してい
るって！」と、大きな声を出した。２日間は台風圏内で、
滞在中はおそらく快晴は望めないという。何たることか。
１０年に１度のグアム旅行が……。
　それでも台風が逸れるかもという、かすかな望みを持
ちながら、私たちは機中の人となった。
■嵐の前の静けさ　グアム空港を出て、迎えのバスに
乗ったのが現地の時間で 16 時（時差 + １時間）、気温
は 29 度だった。雲は低く、風はヤシの木を少し揺らす
程度で、台風接近の感じはあまりなかった。
　私たちのホテルは、空港からバスで 20 分ほど行った
タモンビーチにある「グアム リーフ＆オリーブ スパリ
ゾート」である。フロントの海側からはインフィニティ
プール（海と繋がって見えるプール）が眼下に見え、そ
の向こうにタモン湾の海が広がる。（８ページ写真❾）
　部屋は 14 階で、そのベランダからは青い海と白い砂
浜が一望できる。何と、そこに海水浴の人たちが大勢い
るではないか。台風が接近しているというのに、波もな
いのである。「もしかして、台風は外れたのか」と思っ
たほど、のどかな光景が目に入った。（７ページ写真❼）
■第 2399 回の例会を開催　グアム初日の夜は、私たち
のホテルから歩いて 10 分ほどのアウトリガーホテルの
２階にある『アベニュー（Avenue Steak & Lobster)』
で例会を開いた。ここはグアムでも評判の店で、高い天
井と趣が違う２つの客席は高級感が漂う。
　喜連会長は地区の会長・幹事会に出席したので、内山
副会長が代行して形ばかりの例会を開いた。そして直ち
に秋廣会員の乾杯で懇親会になり、この店自慢のアメリ
カンスタイルの、上質なステーキを中心としたコース料
理を堪能した。
　店内のほとんどは地区大会に出席したロータリアン
で、異国にいるという気持ちにはなれないが、それでも
仲間との会話が弾むにつれて、いつしか旅の人になって
いた。（２ページ写真❶）

■台風の襲来　グアム２日目の 23 日（土）は地区大会
に出席する日程だ。やはり予報通り台風が上陸したよう
で、風雨が激しくなってきた。
　地区大会の会場は、私たちのホテルの隣にある５つ星
ホテル、デュシタニグアムリゾートで、歩けば 10 分も
かからないのだが、この台風では無理のようだ。結局、
地区が用意してくれた巡回バスの乗って地区大会の会場
へ移動した。（２ページ写真❷）
■グアム地区大会　地区大会はデュシタニホテルの６階
の大きなホールで開催され、出席者は 1500 名とか。
　グアム地区大会は９時に開会点鐘し、次第に沿って順
調に進行して行った。そして昼食タイムの後、13 時か
ら参加クラブの紹介が行われた。グループのガバナー補
佐が管轄するクラブ名を紹介すると、その会員たちは起
立して手を上げ「やあ〜」と、大きな声で答える。大挙
して出席したクラブもあれば、１人だけのクラブもあっ
て面白い。（２ページ写真❸）
■記念講演　13 時 30 分からはアフレスコで名高い絹
谷幸二氏の講演会があった。絹谷氏は多彩な技法を駆使
し、エネルギーに満ちあふれた独自の画風を確立した画
家で、私は NHK の教育番組で何度か視たことがある。
　美術と社会を結びつける活動も行っているので、その
話には興味があったが、残念ながら多少難聴になった私
の耳には、その内容は伝わってこなかった。
■記念公演　私は「ジョン・健・ヌッツォ」というテノー
ル歌手を知らなかった。直ちにどなたかネットで検索し
て下さった。それによると、彼の父はアメリカ人、母は
日本人で国籍はアメリカだという。数々のコンクールで
優勝し、著名なな歌手とも共演して、２回ほど NHK 紅
白歌合戦にも出場したという。

　この日はピアノ伴奏だけで、世界の名曲を聴かせてく
れた。「荒城の月」「オー・ソレ・ミオ」「マリア」「女心
の歌」など。特に「誰も寝てはならぬ」は圧巻だった。
あのトリノオリンピック・フィギュア女子シングルで、
荒川静香がこの曲で金メタルを取ったときの感動が蘇っ
た。会場はスタンディングオベーションで、しばらくは

「ブラボー」と「アンコール」の声が続いた。（写真❹）

❹ 観客を魅了したジョン・健・ヌッツォの歌声

グアム旅行
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■創立記念日　地区大会は 17 時に閉会点鐘で、その後
に懇親会が開催されることになっていたが、当クラブは
別に夕食の場所を予約していた。「ザ・ビーチ」というオー
シャンフロントのビーチバー & レストランだ。しかし、
この店は台風で休業するということで、急遽ホテルのメ
インレストランで夕食会をすることになった。（写真❺）
　図らずも、この日（２月 23 日）は当クラブの創立記
念日である。乾杯の音頭をとった吉野会員はそのことに
触れ、みんなで創立 50 周年を祝った。二次会は最上階
にあるレストラン＆バーで夜更けまで歓談した。

■台風の影響　今回のグアム旅行は、地区大会に出席す
るという目的のほかにグアム観光があった。ゴルフ同好
会の人たちには、グアムでのゴルフが楽しみだったに違
いない。
　クアム観光組の 24 日の予定では「イルカウォツチン
グ・展望塔見学とバイキングランチ付きコース」で、南
国の１日を楽しもうという計画が、この台風で中止に
なってしまった。
　そこで、夜に公演する『ウエスティン・マジックロッ
クスシアター』を予約し、それまで買い物など、それぞ
れが自由行動になった。
　台風の中心は過ぎたようだが、時折スコールがあって
市内観光もできない。結局、女性は買い物、男性は部屋
でゴロゴロの状態で昼を過ごすことになった。
　ゴルフ同好会のメンバーは、午後には天候が回復する
ことに期待してホテルを出たが、プレー中に風雨が強
まったということで、早めに引き上げてきた。
　ところが、ガバナーカップに出場した川向夫妻は、早
朝に出発していったが、台風の影響を受けずに少し日焼
けして帰ってきた。まったく、南国の台風は気まぐれで
ある。（秋廣会員の報告は５ページに掲載）
■やっと青空が…　グアム旅行最終日の 25 日は台風一
過、朝から青空が広がっていた。これまでの悪天候で、
屋外での集合写真が撮れなかったので、私は朝から撮影
場所を探して歩いた。
　ホテルから長い階段を降りて白い砂浜に出た。グアム

のホテルはオンザビーチが多く、各ホテルによって様々
な特徴を誇っている。プールに続く砂浜には、色とりど
りのデッキチェアやパラソルが置かれ、眩しい光景が
戻ってきた。（写真❻）
　ここタモンビーチは、特に海の透明度や白い砂浜が美
しく、何度訪れても「南国の楽園」を実感することがで
きる。
■帰国の途に　14 時にホテルのロビーに集合してから
プールサイドで記念写真を撮った。青い空や海、そして
南国の強い日差しと仲間の笑顔。やっと週報や記念誌に
載せる写真が撮れてホッとした。（１ページに掲載）　
　欠航が続いたグアム空港は、天候が回復したことで
ごった返していた。帰国するロータリアンの姿も多く、
その中で今回の地区大会実行委員長の御手洗美智子さん
に出会った。握手を交わし大会の成功を伝えようとする
と、「これから新しい支援プロジェクトを始めるので協
力してください」と言われてしまった。御手洗さんの気
持ちは、すでにこれからの奉仕活動にスイッチを切り替
えていることに気づいた。
　私もいつまでも旅行気分に浸っていないで、創立 50
周年記念式典成功のための準備作業や、その後の記念誌
作成作業に没頭しなければならない。その意味では、今
回のグアム旅行は「絶好の骨休め」になったことは確か
だ。何よりも手術後であり、皆さんに迷惑をかけずに帰
国できたことをありがたく思った。特に旅行先では喜連
会長、鈴木親睦委員長、そして事務局の間島さんにはお
世話になりました。
　それにしても、村上会員の運転はうまい。まるでスキー
のスラロームのように、左に右にハンドルを切って前の
車を抜いていく。早い早い。成田から国立まで２時間で
駆け抜けてきた。車を降りてスマホを取り出してみたら

「21：30」の数字が見えた。　　　
　　　　　　　　　　　　　　文・岡本貞雄会報委員長

❺ 創立記念日を祝って乾杯！

❻ 台風一過。やっと太陽が戻ってきた



　10年に１回のグアムでの地区大会中、恒例となって
おりますゴルフ会は、今回も行いました。
　生憎、台風２号が大会中接近し、なかなか動かず、毎
日シャワー 100％の予報でしたが、大会の翌日、テイー
オフを午後に変更し、挙行しました。
　ゴルフコースは、グアムでは一番のマンギラオ　ゴル
フクラブでした。
　大変混み合っておりましたが、マーシャルの機転で７
番ホールから二組でスタートし、雨と風に悪戦苦闘しな
がら、18 番ホールまで来ました。ところが、１番に移
動する途中、大変強烈なスコールに見舞われ、そこでプ
レーを断念しました。
結果は、下記のとおりです。（　）内はハンデイ
優勝　　秋山　　　７１（２３）　
２位　　本間　　　８７（４４）
３位　　秋廣　　　６９（１３）
４位　　村上　　　６８（１０）
５位　　山崎　　　７２（１２）
６位　　北島　　　８０（２２）
７位　　遠藤（常）７５ （   ９）
　優勝の秋山さんは、ジカドラ（フエアーでもドライド
ライバーを使うこと）の成果が出たようで、本間さんの
２位は、台風２号の賜物でしょうか。北島さんのブービー
は、参加を躊躇していましたが、勇気を出して（秋廣に
騙されて）参加したささやかなお土産でした。
　圧巻は、12 番（464 ヤード）の海超えのショートホー
ルで、逆風の中、だだ一人ニアピンを奪取した村上さん
でした。他の６名のボールは、あえなく太平洋の海の藻
屑となりました。（文・秋廣、写真はイメージです）

グアム地区大会

親善ゴルフ会

❺

グアム・フォトアルバム

❼ 台風でも遠浅の海は波がないので海水浴ができる ❽ 私たちが宿泊したホテルは崖の上に建っている



❻

❾ 海と繋がって見えるプール（プールの先は崖になっている）

❿ グアム地区大会の会場
に「Tokyo National」と書
いたプラカードがあった。
日本語で「東京国立」がな
かったら、私たちはどこに
座ってよいのやら…。▶︎

▲⓫ グアム地区大会フロアにある撮影用フェンスでポーズをとる
▲◀︎⓬ ハンバーガー店では、
そのボリュームにびっくり。
ビールもビンのまま飲む。

⓭▲ 外出禁止令でも街は結構賑わっている（タモン地区）

⓮▲ ホテル下の海岸から恋人岬を望む（前方はニッコーホテル）

⓯ ▲ グアム観光が中止で、ホテルに近い免税店で爆買い！

⓰▲▶︎台風で地区大会以外のス
ケジュールは中止になった。
体を持て余した何人かは、日本
料理店「横綱」に入り浸り。
和食・中華のメニューが豊富


