２０２０年６月１２日（金） 雨
司 会：峰野 好正 会場監督
点 鐘：眞瀬 悦邦 会長
ロータリーソング「我らの生業」
「四つのテスト」唱和
志賀口 裕輔さん

会長挨拶

あと残り 3 回です。寂しさを感
じます。先ほど、最後の理事会も
終わりました。
水曜日から梅雨入りしました
が、最近暑さに慣れず、自分の衰
えを感じます。
昨今コロナもかなり収束してき
ているようですが、峰野さんの話
では年間 3 万人もいる自殺者が、
コロナのせいか、減っているそう
です。考えることが他にあるから
ではないかと思います。中国では
ビックデータで人を管理している
というニュースを見るようになり
ました。コロナを機に見方を変え
ればよいのですが、管理されると
いうのは怖いと思います。外出時
には携帯を持たずに、と思います。
ところで、私は血統書付きの蘭
鋳（らんちゅう）と普通の金魚の
合いの子のペットを飼っていまし
た。蘭鋳は背びれがなく、泳ぐの
は下手です。合いの子はフナの形
をしていて、背びれがなく、多少
泳ぐのは早くて、世界に一匹だと

第１５３０回例会

大切に飼っていました。それが、
今日死んでしまい、とても残念で
す。
今日の理事会では、まず峰野さ
んが来年 3 月まで残ることになり
ました。
3 月から 3 ヶ月休会でしたので、
その分の会費は固定費を差し引
き、一人月 18,000 円、次年度の会
費から差し引きます。
最終例会では新会員の入会式を
行います。
≪褒章お祝い≫
☆上村計介さん

週報 NO. ３１

ハ サ ン さ ん の 奥 さ ん のミ ミ さ
ん。3 月に来日しました。10 月か
らハサンさんと同じ研究室に入る
予定です。
スマイル
♪眞瀬悦邦さん、渥美専治さん
いよ いよ残り少な くなりま し
た!! コロナウィルスのお陰でや
り残し感があり、残念です。残り
の例会、全力で努めます。
♪ 鬼頭秀行さん
本日は米山奨学生のハサンさん
がご夫妻で例会に出席されます。
皆様と交流して頂きますようにお
願いします。

幹事報告
内山義之 副幹事
・ロータリーの友
5・6 月合併
号がレターケースに
・熊本・大分地震の報告書を回覧
・例会終了後、次年度予定者会議
を白鳥の間で開催します。

会員卓話

進行：渥美聡一郎 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長

米山奨学生家族紹介

眞瀬会長の意向で始めた会員卓
話ですが、1 年で 15 名ほどの方し
かお話しして頂けませんでした。
次年度も継続したいと思います。

☆中村幸浩さん

今日は静岡で旅行会社が集まる
静 岡 空 港 の利 用 促 進協議 会 が あ
り、行って来ました。ご存じのよ
うに、旅行業界はコロナの影響を
受けています。1 月からインバウン
ドが来なくなり、3 月は団体旅行も
取り消しになり前年の 20%ほどに
落ち込みました。4 月はさらに前年
比 4.7％（全国平均 4.2%）で、ほ
とんど売り上げがない状態、そし
てそれが 5 月も続きました。3 月決
算の時は念願の静岡県ナンバー１
を取ることができましたが、この
状態でギャップが大きいです。ど
の よ う に 旅行 業 務 を続け て 行 く
か、それが一番の課題です。
出勤回数も減りプライベートで
もすることがなくなって、家の庭
木の手入れをしています。素人な
のでなかなか思うようにいかない
し、脚立で廂に上った時には脚立
が外れ、息子に助けてもらうとい
うこともありました。
地元のソフトボールのチームに
も入っていましたが、A2 クラスで
去年県大会まで行くようなまじめ
なチームなので、年齢とともに大
変になってきました。
ふだん忙しい日常を過ごしてき
ましたが、時間ができて考えると
ころが多くなりました。私自身は
能天気にできていますが、今後は
会社の形態も変わって来るだろう
と思います。

その前にハワイに行こうと思って
いました。息子と妻は留守番で、娘
2 人との 3 人で企画し、荷物も成田
に送っていました。ところが出発日
の 3 月 19 日、ハワイ州知事の渡航
を見合わせてほしいというニュー
スを見ました。ともかく、成田へ行
ってみましたが、空港はガラガラ。
判断に悩みましたが、ハワイは諦め
て荷物を持って帰ってきました。後
日、妻の知り合いがハワイで挙式を
したけれど、すぐ帰国する羽目にな
り、しかも余分に航空賃も払うこと
になったと聞いたので、良い決断だ
ったと思います。
ただ、ハワイのチケットを家族で
5 枚くらい持っている状態で、しば
らく旅行は難しそうだし、キャンセ
ルにもお金がかかるし、とこちらが
悩みです。
特に仕事はしていませんでした
が、お客さんからは電話があって、
コロナで入院した時の保障を厚く
したいとか、コロナショックで融資
を受けるので債務保証を取りたい、
とか意外な問い合わせがありまし
た。今後、経済状況は変わっていく
のだろうと感じています。

顔を捉え、住所と名前がわかるとい
うような社会です。何も悪いことを
しなければ非常に安心です。中国は
どこにでもカメラが付いています。
中国では不動産をやっています。
中国政府が国営の企業、不動産を２
ヶ月無料にしたので、民営から借り
ている人も無料にしろとか言って
きます。ほかにも電気の基本料金を
さげろとか、シビアなことを言って
くるので、それをいろいろかけひき
で対応しています。
14 日の隔離がなくならないと中
国には行けないと思いますので、し
ばらくは行く機会がなさそうです。
飛行機もまだ飛んでいませんが、動
いたら中国に行きたいと思います。
その時は帰国したら、2 週間休まな
くてはと思います。

☆中山和彦さん

コロナについては、倉庫の方はあ
まり影響ありませんが、レストラン
の方はひどいものです。今日は税務
署に立ち会ってもらいビールを廃
棄しました。
今まで 28 年間、毎月中国へ行っ
ていましたが、今年は 2 月から行け
☆佐々木雄二さん
ていません。電話でやり取りしてい
ます。
先ほど会長の話に出た中国の管
理社会ですが、中国人に聞くと普通
の生活をしている人にとっては有
りがたいとのこと。考え方が違いま
す。中国は顔を写したら 1 秒以内に
身元が分かるようにするのを目標
3 月に旅行を計画していました。 にしています。今は 15 秒から 20
息子が東京でバスケットの全国大 秒かかります。例えば横断歩道を赤
会に出ることになっていたので、
信号で渡ると、カメラがその人の
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