
 

 

 

 

 今、猪瀬東京都知事やスポーツ団体が先頭に立って、2 回目となる 2020 年の

東京オリンピック招致に力を入れています。 

 2016 年の招致失敗の要因には当時の国の政治状況や経済不安等、都民や国民

の支援が得られなかったこともあると思われます。スポーツ関係者だけでなく

国民一般の人々にも十分に PRに力を入れて、都民だけでなく国民に周知させて

いけば支援を受けられるでしょう。それでも 1 年前にくらべ現在では支持率が

80％を超えているようです。 

 1964 年の東京オリンピックでは、インフラ整備、交通網や生活・文化など全

てにおいて発展しました。そういう意味では日本がさらに豊かになるためのき

っかけとして東京オリンピックを招致する時期なのかもしれません。 

 開催都市が決まるのは 9 月 7 日から始まる IOC の総会で決定する予定です。

国際イベントというのはタイミングも重要ではないでしょうか。 

 

 

・ 昨日、岡谷エコーRC1000回記念例会にガバナー、会長、幹事の 3名で出席し

てきました。創立 23 年目と言う事です。家族揃ってのにぎやかな例会でした。 

 

 

 

・ IAC地区大会の礼状が届きました。 

・ 日韓親善会議の案内が届きましたが、当地区の地区大会と同じ日なので参加

できません。報告のみさせていただきます。 

・ 10月 19 日、20日は地区大会が開催されます。ホテルブエナビスタ、あづみ野

RCがホストです。ガバナー行事ですので、多くの方にご参加をお願いします。 
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卓 話 ｢国際大会出席報告①｣ 

・ 9月 28日ライラがホテル紅や諏訪大社 RCホストで開催されます。次週 PR に

来られます。よろしくお願いいたします。 

・ 次週例会はクラブフォーラムとして委員会で打ち合わせ会とします。 

 

 

 

 

 

 

リスボン国際大会への大勢の参加には心からお礼申し上げます。 

行程も計画通り動くことが出来得ました事は、宮坂伸会長及び矢島

進大会参加代表責任者の配慮に感謝致します。 

帰国後、宮坂ガバナーの任期に入れた事は、全ての岡谷ロータリークラブ会

員の協力のあらわれでもあります。リスボン国際大会の報告をまとめながら強

く実感して居ります。 

 

【報告のまとめ】 
中部国際空港（セントレア）→12 時間半→フランクフルト→2 時間半→バルセロナ

国際空港 

・バルセロナ ホテル（バルセロサンツ） 

サグラダ・ファミリア、グエル公園、ピカソ美術館、旧市街カテドラル（大

聖堂）、サンジョセップ市場、カタルーニ音楽堂、車窓より、パトリョ邸、

ミラ邸（ガウディの作品） 

・マドリード バルセロナより高速鉄道（アヴェ）にて２時間４０分。ホテル

（セナトール・グランピア） 

プラド美術館、スペイン広場（ドンキホーテと従者の銅像）、王宮（２８０

０もの部屋がある）、トレド マドリードよりバスで約１時間１５分宗教画

家エル・グレコの町古都トレドは、タホ川に囲まれており、このタホ川はリ

スボンまで続き、テージョ川となる。迷路のようなトレドの町を歩く。サン

ト・トメ教会（エル・グレコ作のオルガス伯の埋葬）カテドラル（スペイン、

カトリックの総本山）。夕食は、フラメンコディナー・リスボン マドリー

ドよりバスで２時間３０分。ホテル（サナ・メトロポリタン）発見のモニュ

メント、ベレンの塔、ジェロモニス修道院、シントラ バスで３０分。シン

トラ王宮（王室の夏の離宮）ロカ岬（ユーラシア大陸最西端）、音楽ファド

を聞きながら夕食。 

 

◆ロータリー国際大会   

６／２４ 国際大会登録（全員で写真を撮る） 

６／２５ 9：30～12：00 本会議参加・FIL，Pavilion4 

     10：00～12：00 第３回本会議 

     2：45～14：15 昼食会（宮坂御夫妻） 

     18：00～    晩餐会（宮坂・尾関４名） 

尾関 秀雄 会員 

 



 

  

 

 

 

 

 

2013年ロータリー国際大会は「平和の港リスボン」をテーマとし、6/23より

ポルトガルのリスボンにて開幕されました。 

 今回、岡谷ロータリークラブではガバナーご夫妻をはじめ、会員、ご家族を

合わせて 22名というたくさんの皆様にご参加を頂き、ポルトガルそして隣のス

ペインを訪問しました。 

出発が朝早かったので前日の夜に岡谷を出発し、名古屋に前泊し、翌朝 6/19

午前 10 時名古屋発のルフトハンザ航空の航空機にて 12時間半かけましてドイ

ツのフランクフルトに向いました。そして乗り継ぎ、２時間のフライトでスペ

宮坂  伸 会員 
守屋 麻里 会員 卓 話 ｢国際大会出席報告②｣ 

 



 
インのバルセロナに向いました。バルセロナへは夜の８時の到着でしたがまだ

昼間のような明るさ。スペインは太陽が沈むのが大変遅く夜の１０時頃になら

ないと暗くなりません。日本との時差も７時間遅れですので第一日目はとても

長い一日となりました。 

パルセロナのホテルへのチェックインは夜の９時頃でしたが、その後の１０

時頃から近くの屋台風居酒屋バールで到着のお祝い会をしたのがこの写真です。 

  

２日目はバルセロナ観光です。スペインのバルセロナは天才建築家アントニ

オ・ガウディの傑作作品がいくも残っていて、そのいくつかは世界遺産となっ

ております。そのほとんどは 1880 年頃から 40 年間の作品で、こちらがその作

品のバトリョ邸、ミラ邸です。どちらも個人の邸宅として依頼を受け作られた

もので世界遺産になっております。 

 そしてこちらが年間数百万人もの人々が訪れる聖家族教会サグラダ・ファミ

リアです。熱心なカトリック信者となったガウディが晩年のすべてを注いだ作

品で、こちらは現在も建設中であります。 

 その後、ピカソ美術館に入場、その後ガウディ作のグエル公園に行きました。

色鮮やかなタイルでデザインされたトカゲの噴水やベンチが有名です。見晴ら

しの良い高台の公園でガウディは建物だけでなくこういった都市開発にも作品

を残しています。この日の最後はバルセロナの庶民の台所の市場に立ち寄りま

した。 

 

３日目はバルセロナからスペインの首都マドリッドに高速鉄道にての移動と

なりました。こちらが車内の写真ですが、これが先日よりニュースで報道され

ているスペイン国鉄レンフェの列車です。事故のあった区間はまったく違う路

線になり、列車もこちらは最高時速 300 キロで走るスペインの新幹線ＡＶＥと

いう列車です。今回は１等座席を手配させていただきましたが、こちらがとて

も快適でみなさんにも大好評でした。ただ駅にポーターがいないので列車への

重いスーツケースの積み込み、積みおろしは男性のみなさんに協力していただ

きました。わずかな時間でしたが、見事なチームワークでの作業、思い出に残

っています。 

 マドリッドではスペイン広場や、今も公式行事が行われるスペイン王宮を観

光、またパリのルーブル美術館、ロンドンのナショナルギャラリーと並ぶヨー

ロッパ三大美術館のプラド美術館を見学しました。ゴヤ、エル・グレコなど中

世から１８世紀にかけての傑作絵画が展示されています。 

 

４日目はマドリッドから１時間離れたところに位置する世界遺産の古都トレ

ドに行って参りました。１６世紀の町並みが今も残る古都で、街全体が歴史保

存地区になっています。こちらはスペインカトリックの総本山であるカテドラ

ルです。こちらの地区はバスも入り込めないので半日かけて歩いて観光しまし

た。スペイン最後の夜となったこの日は夕食を頂きながらフラメンコショーを

鑑賞しました。ステージすぐわきのテーブルでご覧になった方もいらっしゃい

ますが、その迫力のすごさが印象に残っています。とても満足できたディナー

 



 
になったと思います。 

 

５日目はいよいよ今回の目的地リスボンへの移動になります。１時間のフラ

イト時間でスペインからポルトガルに入りました。ユーラシア大陸の西端に位

置する国で、面積は日本の４分の１、首都はリスボンでヨーロッパの中では比

較的治安はいいとされている国です。リスボンのホテルでは 国際大会という

こともあるのか、国民性なのかホテル従業員がとても印象良く私たちを迎えて

下さいました。ホテル内もロータリアンばかりでした。 

  

翌日６日目はいよいよ国際大会の会場へ向い、登録受付をしました。こちらが

開場です。  

 午後はリスボンの市内観光に出かけました。世界遺産のベレンの塔です。リ

スボンの港に出入りする船を監視するために建てられた塔です。こちらは 15世

紀から 17世紀にかけて西ヨーロッパ諸国が外洋進出した時代の功績 者らの像

が並ぶ発見のモニュメントです。 

 午後はリスボンより少し離れて王族が夏の避暑地として王宮を建てて栄えた

シントラへ向いました。こちらは自然と街並みが調和した景観が世界遺産とし

て登録された地区になります。その後ユーラシア大陸の最西端に位置する岬 

すばらしい景観のロカ岬に足を延ばしました。こちらでロータリーの碑を見つ

けました。こちらでは最西端到達証明書を発行してくれます。その夜の夕食は、

ポルトガルの民族歌謡ファドのショーをお楽しみ頂きました。スペインでフラ

メンコショーを見た後でしたので今ひとつでした。 

 

７日目いよいよ国際大会参加日です。ガバナーご夫妻、尾関さんご夫妻が本

大会に参加されました。午前中本大会に参加され、ガバナーご夫妻は昼食会に

もご参加されました。   

 その後、サンロケ教会、世界遺産のジェロニモス修道院を観光しました。こ

の日の晩はこの旅最終の夕食となりました。ガバナーご夫妻と尾関さんご夫妻

はロータリー主催の晩餐会にご出席され、私たちは中世ヨーロッパ調の雰囲気

のあるレストランにて夕食を頂きました。ちょうどこの日に井上さんがお誕生

日を迎えられましたのでささやかなお祝いもさせていただきました。 

 

最終日の朝は早朝４時のモーニングコールで、ホテル出発がまだ暗いさなか

の５時でした。リスボンから約３時間のフライトでトイツのフランクフルトに

降り、そちらで乗り継ぎ 11 時間のフライトでみなさん元気に名古屋に帰って参

りました。 

 

今回現地手配を依頼しました現地ＪＴＢスタッフにお聞きしましたら、この

大会期間中は約３千人の日本からのお客様を受け入れるとの事でしたが、ほと

んどが旅行代理店の募集のツアーに個々に参加、もしくはいくつかのクラブの

合同ツアーで、単独クラブでこれだけの参加人数は他にはあまりなかったよう

です。ぜひ次回の国際大会も大勢のご参加をお願い致します。 

 



 

  

牛山幸一・北澤洋之介・髙木昭好・中畑隆一・濵 毅・濵 俊弘・林広一郎・

林 裕彦・林 靖高・宮坂 伸・守屋麻里・山岡正邦・山岸邦太郎  国際大

会出席報告 楽しみにしています。 

太田博久・大橋正明・小口泰史・尾関秀雄・笠原新太郎・北村正春・小松正二・

佐伯克己・薩摩 建・瀬戸雅三・武井利夫・竹村一幸・中嶋孝一・原 史郎・

平沢清文・宮澤由己・矢島 進・矢島 實・山崎典夫  公式訪問始まってお

ります。お疲れ様です。 

小林純一  お蔭さまで 8月 1日に創立 82周年を迎えます。これまでの感謝と

引き続きのご支援を宜しくお願いします。 

佐藤有司  今日は本当の創業記念日となりました。これからも「山モデル」

共々ヨロシクお願い致します。 

 

 

 

 

会員数４５名、出席者３６名、出席率８１.４０％、前々回訂正８７.８０％ 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

出 席 報 告 

2013〜2014年度 RI テーマ 
ロータリ―を実践し 

みんなに豊かな人生を 

 


