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東美栄会長
四つのテスト
古谷会員 江原会員

例会の記録
幹事報告

※出席報告
会員数
29 名

出席者数
19 名

出席率
82.61 ％

前回修正
-

< 菊田邦彦 幹事 >

会長の時間

東 美栄 会長

・理事会で 1 月のプログラムが承認
・地区事務所のパソコンの回復報告
・12 月 5 日開催の「青少年を育てる狭山市民会議
第 5 回理事会」の報告
・受贈会報 所沢西ＲＣ 所沢中央ＲＣ
所沢東ＲＣより週報更新のお知らせ
・回
覧 ＡＡＲニュース 12 月号

委員会報告
・Ｒ情報・雑誌委員会
< 稲見淳 委員長 >

「会長エレクト推薦委員会」
今夜、歴代のパスト会長が一堂に集まり「会長エレクト
推薦委員会」が開催されます。2019-2020 年度の上
半期がまもなく終了というこの時期になっても未だ会
長エレクトが不在です。この非常事態に終止符を打
つべく先日の理事会で急遽、開催が決まりました。
ほぼ全てのパスト会長が出席。やむなく欠席のパスト
会長からも伝言をお預かりしております。
いよいよ今夜、狭山中央ロータリークラブの会長エレ
クトが解決するのでしょうか。

「ロータリーの友 12 月号」
の紹介
【横組み】
RI 会長メッセージ（P3）
元気に”Ｒ活”を続けよう（P7-15）
ノーベル平和賞受賞者デニ・ムクウェゲ（P16）
【縦組み】
この人訪ねて 小山田浩定さん（P9-12）
友愛の広場 米山梅吉翁のご邸宅跡地を訪ねて
（P16-17）

会員卓話
< 沼﨑正徳 会員 >
ギリシャ共和国 旅行報告

万ドル以上。農業国で作物はオリーブ、綿、葉タバコ
など。小麦、トウモロコシの生産もあるが振るわず輸入
している。海運国で船舶保有量は世界 4 位だが、パ
ナマ船籍船の持ち主だったりするので、正確には分
からない。現在ＥＵの中でギリシャ危機と言うような経
済的な問題を抱えているが先進的な高所得経済と高
度なＱＯＬ（生活の質）で生活水準は高い。出生率は
少なく少子高齢化が進む。他国への移民が多く米、
豪、加、英、独へ出て行っている。気候は良く、民衆
はのんびりしていて勤勉さは感じない。簡単に言うと
生活をエンジョイしている感じ。
宗教はキリスト教の一つギリシャ正教。
ギリシャ文明は非常に古く、欧州文明のスタートの国
で民主主義や西欧哲学、文学、科学、数学の原理な
どの発祥の国である。その後紀元前にローマ帝国、4
世紀に東ローマ帝国に編入され 15 世紀現在のトルコ
に有ったオスマン帝国に占領されていた。独立戦争
により 1830 年にはいったん建国されたが第二次世界
大戦中は独伊に占領され、その後には米ソ冷戦の間
困難な時期を経て、1949 年内戦の終結により現在の
様な共和国になった。
ギリシャ料理は主に地中海料理でタコ、イカ、魚類を
食し、イタリア、トルコやレバノンの影響がある。
旅行では日本からの直行便は無く、トルコ経由、アラ
ビアのドバイ経由の他欧州の伊、仏、独、英国経由で
行くことが出来る。アテネまではおよそ 14～16 時間ぐ
らいかかる。

ギリシャは元々観光国ですが、ヨーロッパの沢山の国
と比較すると日本では今一つ人気が無い。そのため
フランス、ドイツ、イギリス、オランダ、北欧諸国に比べ
ると日本人の旅行客は少ない。

私は今年の 8 月、およそ 40 数年ぶりに行って
来ました。かなり前、昭和 47 年冬に、当時住ん
でいた気候の悪いドイツ、フランクフルトから太
陽が見たくて天気の良いギリシャへ行ったこと
があります。その頃はお金がなく、妻と二人の
子供を連れてアテネの安宿に泊まり、近くを見
て回るだけで、言葉も通じずかなり苦しい旅行
でした。今回は以前に比べ幾分余裕が有るの
で日本からビジネスクラスで旅行会社のツアー
で行きました。
ギリシャ共和国は東にエーゲ海、西にイオニア海、南
に地中海に囲まれたバルカン半島の南端にあり、面
積 10 万㎢日本の 3 割強、80％が山岳地帯、人口
1,100 万人、一人当たりのＧＤＰは世界平均の 2 倍、3

さて、世界地図から今度の旅行の経路を話し
ます。
成田からトルコ航
空でトルコのイスタ
ンブールへ行きま
す。およそ 12 時間
掛かります。ここの
空港は 1 年ほど前
に出来たとてつも
なく大きな空港で欧州へ行くためのハブ空港と
しての機能を目指しています。しかし大きすぎ、
乗り換え客に長い距離を歩かせると言う不具合
が目立ちます。大きいと言う事は決して良い事
ばかりではありません。
イスタンブールからおよそ 1,2 時間でギリシャの
各地の空港へ着きます。
今回の旅では最初にテッサロニキへ行き、そび
える岩の上に修道院が点在するメテオラを始
め、古いギリシャ遺跡の町デルフィー、次に古
代オリンピック競技場のあるオリンピア遺跡を

見学。
次にコリント運河。ここは地図で見ると明らかな、
近道のため
の水路。19
世紀に完
成し た も の。
切り立った
溝の水路
は写真で
見て下さ
い。
アテネはギリシャの首都で近代的な都市でギリ
シャ遺跡の中心。アクロポリスの丘の上に立つ
巨大なパルテノン神殿遺跡。人類の素晴らし
い実績と言え世界中から見学者が来ます。
エーゲ海のクルーズはアテネの港から出ます。
エーゲ海は日本の瀬戸内海と同じく沢山の島
が有り、海は静かで眺めも良いです。
上陸するのはミコノス島、パトモス島、クレタ島、
サントリーニ島などです。島によっては古い遺
跡があり、興味深いですが今は全くの観光地
で日の出や日の入りが人気です。
一部隣国トルコのエフェソス遺跡を見学しまし
た。ここへはパスポートのチェックもなく船から
入国します。巨大なローマ時代の遺跡で見る
に値します。トルコ旅行でも必ず行く所ですか
らギリシャ旅行で行くのは意外でした。
トルコ、ギリシャは仲が悪く、お互いに悪口を言
い合う所は日本と韓国に似ています。
先にも申し上げましたがギリシャは日本人には
あまり人気が有りません。しかし気候は良く食
べ物は美味しい、人々はのんきでおおらか。治
安も良いので旅行はお薦めです。

守屋昭夫会員より
本日出席した会員へ
プレゼントして
いただきました！

東君

沼﨑パスト会長のギリシャ旅行譚、待
っていました！
寶積君
狭山市も秋がぬけおち冬となりました。
皆様、体調管理にご注意下さい。本日
は沼﨑パスト会長、ギリシャ旅行卓話、
たのしみにしております。
益子君
本日の沼﨑パスト会長の卓話楽しみに
していました。よろしくお願いします。
沼﨑君
今日は旅行の報告をします。楽しいク
ラブにするため、楽しい卓話をしたい
と思いお話をしますのでよろしくお願
いします。
佐々木君 沼﨑パスト会長、本日の卓話楽しみに
していました。よろしくお願い致しま
す。
田端君
北国からは冬の便り。皆様お元気様な
によりです。本日、沼﨑パスト会長卓
話楽しみにしております。

◆ 次の例会 ◆
1 月 14 日（火）
例会取り止め（定款 8-1-C）
1 月 21 日（火）
第 2 副 SAA：石川会員 小島会員
卓
話：学友会副会長 柳田有紀様
Ｒ財団委員会奨学学友
平和ﾌｪﾛｰ小委員会副委員長
鳥居由美子様
1 月 28 日（火）
例会臨時変更
27 日(月)市内 2ＲＣ新春合同例会
場所 アズグレイス
時間 18：00

