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第１９９２回例会 

     ２０１８年１１月５日（月）第１３回       

●点  鐘 会長 山北 秀和君 

●斉 唱 「君が代」「四つのテスト」 

●例会行事 地区Ｒ財団副委員長 中林 正人君 

      「ロータリー財団 今やるべきこと」 

 ●司  会 安江 寛二副委員長 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 山北 秀和君 

 
今月は、ロータリー財団月間です。ロータリー財団の話

は後ほど卓話で中林 PPから話をいただきます。 

私は、旅行好きが多いうちのクラブ会員が興味を持ちそ

うな 2017年の世界各国、地域への外国人訪問者数ラ

ンキングをご紹介させていただきます。 

さて、日本は何位だと思いますか？ 

最近は、簡単に格安航空券が手に入るようになり、世界

中を旅行しやすくなりました。 

一昔前と比べると、世界一周するのも決して夢ではない

時代になりました。 

そんな現在、世界で一番人気のある国は改めてどこだか

知っていますか？ 

10位：タイ 

「微笑みの国」と呼ばれるタイが 10 位！ 2016 年の

9位からひとつ順位がダウン。熱帯に属するタイは1年

を通して温暖で、首都バンコクはアジア屈指の世界都市

です。2006年に開港したスワンナプーム国際空港はア

ジアのハブ空港として発展を遂げています。 

タイはバンコク以外にも、チェンマイやアユタヤ、プー

ケットなど魅力的な地域が多く、一度の旅行では行きれ

ず、リピーターも多い印象です。 

9位：ドイツ 

ノイシュバンシュタイン城やロマンチック街道、ベルリ

ンの壁など、美しい街並みや歴世的建造物が豊富なドイ

ツが 9 位。2016 年の 7 位からふたつ順位を落としま

したが、一度は訪れたい国ですよね。 

ドイツはビールとソーセージが有名で、毎年「オクトー

バーフェスト」がミュンヘンで開催されています。しか

し、ビールの消費量は世界で4位。なんと1位は14年

連続で中国です。ドイツが1位かと思いきや、意外な結

果でした。 

8位：トルコ 

トルコは2016年の10位からふたつ順位がアップして、

8位に。アジアとヨーロッパをまたがるイスタンブール

をはじめ、奇岩群で有名なカッパドキア、古代都市エフ

ェソスなど、見どころが満載です。世界三大料理のひと

つであるトルコ料理も美味しいです。 

そんなトルコですが、2018 年 8 月にたった 1 日でト

ルコ通貨のリラが 20％以上も下落しました。その影響

で高級品店街で買い物をしようとトルコを訪れる外国人

観光客が増えているそうです。果たして、2018年のト

ルコの外国人観光客訪問数はどこまで伸びるのか？ 気

になるところです。 

7位：英国 

英国は2016年の6位からひとつ順位を落とし7位。

英国＝イギリスは、ヨーロッパ大陸の北西岸に位置する

グレートブリテン島とアイルランド島北東部、そのほか

の島々からなる国です。首都ロンドンのビッグベンやロ

ンドン塔をはじめ、カントリーサイドに位置するコッツ

ウォルやストーンヘンジなど、イングランドだけでも歴

史ある観光地がいっぱいあります。 
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そのほか、自治権を有するスコットランド、ウェールズ、

北アイルランドにも多くの観光地があり、何度も訪れた

くなる国だと言えるでしょう。 

6位：メキシコ 

2016年の8位からふたつ順位がアップしたメキシコ。

麻薬カルテルの戦争が激化して、治安が悪化していると

聞きますが、カンクンやロスカボスなどのリゾート地は

比較的安全だそうです。白い砂浜とブルーの海が広がり、

ハネムーナーにも人気。 

メキシコには、世界遺産であるマヤ文明の「チチェン・

イッツァ遺跡」やテオティワカン文明の「テオティワカ

ン遺跡」などもあり、外国人観光客が多いのも納得です。 

5位：イタリア 

イタリアは 2016 年と同位の 5 位。ヨーロッパ南部に

位置するイタリアは、ブーツや長靴のような形をしてい

て、首都ローマだけでもコロッセオやスペイン広場、ト

レビの泉など外せない観光スポットが盛りだくさんです。

パスタやピザで有名なイタリア料理が美味しいのも魅力

です。 

また、ヴェネチアやミラノ、フィレンツェなどにも歴史

歴建造物が豊富で、この先も人気の観光国であり続けそ

うです。 

4位：中国 

中国も 2016 年と同位の 4 位。長い歴史を誇る中国に

は、世界遺産の万里の長城、透き通った湖沼群の九寨溝、

天安門広場など、数えきれないくらいの観光スポットが

あります。歴史的文化遺産や心を奪うような美しい自然

のスケールが大きいのも特徴です。 

中華料理は大きく分けて、山東・江蘇・浙江・安徽・福

建・広東・湖南・四川と8種類あり、訪れる地域によっ

て調理方法や味つけが異なるのも魅力です。 

3位：米国 

スペインに抜かれひとつ順位を落とした米国が 3 位に。

アメリカと言えばトップクラスの世界都市であるニュー

ヨークや映画やテレビ産業の中心地であるロサンゼルス、

カジノで有名なラスベガスが思い浮かびます。しかし、

グランドキャニオンやイエローストーンなど国立公園も

豊富です。 

他にも、ディズニーランドやユニバーサルスタジオなど

広大なテーマパークがあり、どこに行こうか悩んでしま

います。 

2位：スペイン 

2016年の3位からひとつ順位がアップしたスペイン。

なんと、人口の8倍もの外国人観光客が訪れているそう

です。バルセロナやイビザ島などでは観光客が増えすぎ

て、住人の暮らしにも多大な影響を及ぼしているとか。

民泊が増え、騒音問題が起こったり、マンションの賃貸

料がアップし、地元民が街を追われてしまうこともある

そうです。 

しかし、スペインは世界遺産の数も世界3位で、バルセ

ロナのサクラダファミリア、グラナダのアルハンブラ宮

殿など、一生に一度は目にしたい観光スポットがいっぱ

い！ このままいくと、今後も外国人観光客は増え続けそ

うです。 

1位：フランス 

首位に輝いたのはフランスです。さすがの観光大国だけ

あり、30 年以上も連続で首位を守り続けています。パ

リでは、2015年11月のパリ同時多発テロ以降、一時

的に外国人観光客が減少したそうですが、現在は回復傾

向にあるとのこと。 

フランスと言えば、パリの観光地のイメージが強いので

すが、パリ以外にも世界遺産で有名なモンサンミッシェ

ルやコート・ダジュールの透き通った青い海が魅力的な

ニース、国際映画祭で有名なカンヌなど見どころが盛り

だくさん。フランスには2017年だけで、約8600万

人もの外国人観光客が訪れています。ですが、2024年

にパリで開催予定のオリンピックに向けて、年間1億人

の外国人観光客を目指しているそうです。 

気になる日本は何位？ 

2016年のランキングで日本は世界で14位、アジアで

6位でしたが、2017年では世界で12位、アジアで4

位に！ それぞれ、ふたつ順位がアップしています。 

私たちの住む名古屋でも、毎日のように外国人観光客を

見かけるようになりました。2020年の東京オリンピッ

クに向けて、ますます外国人観光客が増えそうです。 

 

 

        委 員 会 報 告           

●出席報告 （加藤 吉克委員） 

本日の例会 

会員数 5１ 出席率 89.58％ 

出 出席義務者 29 欠 

席 

者 

出席義務者 5 

席 出席免除者 14 出席免除者 3 

者 出席者計 43 欠席者計 8 

前々回例会（10月15日） 

会員数 50 出席率 100％ 

出 出席義務者 34 欠

席

者 

出席義務者 0 

席 出席免除者 14 出席免除者 3 

者 出席者計 48 欠席者計 3 

●ニコニコボックス報告（國田武二郎委員） 

中林ＰＰ、卓話よろしくお願いします。 

会員の皆様、地区大会出席お願いします。 

  山北 秀和 君 

中林地区副委員長、卓話よろしくお願いします。 

                  安川 正勝 君 

今日は元気で来れるようになりました。 

                  山田 幹雄 君 

結婚記念日を祝って頂いて！ 

                  中島 俊朗 君 
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①誕生日を祝って頂いて。 

②Ｒ財団から卓話に来ました。 

                  中林 正人 君 

アテンダンス表彰を祝って頂いて。 

                  伊勢村道雄 君 

中林ＰＰ、Ｒ財団の卓話よろしくお願いします。 

誕生日を祝って頂き有難うございます。 

                  石川 良治 君 

中林パスト会長の卓話を楽しみにしています。 

                  金井 和治 君 

誕生日の祝福ありがとうございます。 

                  波多野 真 君 

結婚記念日を祝って頂いて！ 

                  稲熊 正徳 君 

アテンダンスを祝って頂き有難うございます。 

                  田中 秀典 君 

結婚記念日を祝って頂きありがとうございます。 

                  入谷 宏典 君 

誕生日を祝って頂き有難うございます。 

                  安江 寛二 君 

 

今日も元気で！   

石原 慎一 君 伊東 由之 君 稲吉 將秀 君

井上 政秋 君 内海 辰巳 君 太田 哲郎 君

加藤 吉克 君 北園 守生 君 串田 正克 君

國田武二郎 君 栗田 和典 君 近藤 和彦 君

三治 明 君 柴田 和宏 君 杉本 敦永 君

高山 光雄 君 竹尾 悟 君 武田 英昭 君

田邊 雅彦 君 照井 通夫 君 早川 正倫 君

原田 好展 君 堀塲 竜司 君 真城 壮司 君 

山内 佳紀 君  

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力  ３８名  ５７，０００円  

本年度の協力累計          ６７２，０００円  

 

 

 

 
地区Ｒ財団副委員長 中林 正人君 

「ロータリー財団 今やるべきこと」 

 

 
 

R財団月間卓話の要旨 

R財団委員会副委員長 中林正人 

 

「ロータリー財団 今、やるべきこと」 

 

名古屋空港RCメンバーの皆様、R財団副委員長の中

林です。第一例会の割にゆっくりした行事進行と山北会

長の挨拶が重なって卓話の時間が１５分間になってしま

いましたので最低限お伝えしなければならないことを原

稿にしました。さて、まずは昨年度の寄付のお礼を申し

上げます。 

１人当たりの寄付額ですが、年次寄付２０８.５４ドル、

使途指定寄付３１.４０ドル、恒久基金が２０００ドルで、

８５クラブの内１７クラブが８月４日の財団セミナーで

「トリプル３」に表彰されました。 

本年度の寄付目標は昨年同様です。使途指定寄付はポ

リオ撲滅のために各クラブ1人当たり３０ドルが必達と

なっていますので宜しくお願い致します。 

明日卓話に来ます名古屋千種RCご希望が有りました

「WFFでの国際事業の実績について」にパワーポイン

トの資料を作成して参りましたので一度ご覧下さい。こ

の件についての担当委員会は、国際奉仕委員会です、国

際奉仕委員会が発表されている記録に基づき作成しまし

た。 

さて冒頭にご覧いただいた、ポリオ撲滅のビデオです

がこのビデオはロータリーが作ったものでは有りません、

WHOとユニセフが作ったビデオです。 

ポリオ撲滅はロータリーの悲願です、ビデオでは3か

国となっていましたがあと２か国を残すのみとなりまし

た。アフガニスタンとパキスタンの山岳紛争地帯です、

昨年春にはワクチン投与メンバーが殺害された場所です、

但し現在はタリバンもポリオ投与には理解を示している

と聞き及んでいます。私の私見ですが、あの人口大国の

インドもポリオフリーになりました（出来ました。）。０

になってから１年間続かないと撲滅になりません、日本

は現在でも小児のワクチンに混合されています、これま

でポリオフリーになった国々でも継続してワクチン投与

が必要です、その為に莫大なお金が必要になります、「ロ

ータリーの友」１１月 P１８～P２７までに記載されて

いますので是非読んで下さい。 
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 あと、我が２７６０地区の財団委員会が誇れることが

２つあります。 

① VTT委員会が、９年間連続で海外医療活動を中心で

行っており、全国のR財団セミナーでも度々発表し

ています。 

② 奨学基金・平和フェローシップ委員会では、４年連

続で世界平和フェローを出しています。これも全国

で初めての事です。 

これからも財団委員会の各プログラムにご協力頂くよう

お願いして卓話を終わります。ご清聴有難う御座いまし

た。 

 

 

 

 

第５回理事役員会議事録 

 

日時 平成３０年１１月５日（月）11：30～12：15 

場所 キャッスルプラザ 3階 福の間（欠席：なし） 

安川幹事の進行により、理事役員会が開会された。 

会長挨拶：会長に就任して4か月が経ちました。皆様

のご協力のもと無事に進行できております。

今年は春日井、小牧、城北の４クラブの会

長幹事で食事会を行い情報交換、親睦を深

めており良好な関係を築けています。寒く

なりましたので体調管理にはご注意くださ

い。 

[議  題] 

[報告事項] 

① 11・12月例会行事について：武田副会長より 

（資料1）の通り報告した。 

② ロータリーデー用缶バッチ購入について： 

安川幹事より(資料No.2)の通り報告した。 

財団で作成した缶バッチを購入し11月23日の補助金 

事業の際に募金を頂いた方に渡すこととする。 

 

[審議事項] 

① 2,000回の例会について：中林ＰＰより提案があり承 

認された。（例会時間の変更のため理事会承認とする。） 

従来は回数による記念行事はなかったが今年1月に 

2,000回例会となるため1月7日（月）の新年夜 

間例会を1月21日（月）の例会と振り返る。1月7 

日（月）は通常例会とするが12:00の開始とする。 

1月21日（月）を夜間例会に変更し、例会内容は親睦 

委員会に一任する。 

 

[協議・討議事項] 

① 指名委員会委嘱の件：安川幹事より（資料No.3） 

の通り報告し承認を得た。 

欠席者は栗田ＰＰ、オブザーバー阿萬。 

② 地区補助金事業について：安川幹事より（資料No.4） 

の通り報告し承認を得た。  

今年は名古屋空港ＲＣのロータリーデーとする。全員 

出席でお願いします。 

10時からポリオのビデオを流し募金箱を設置する。 

準備のため9:30集合とする。 

③ 年末家族会開催（12/10）の件：原田親睦委員長より 

（資料No.5）の通り報告し承認を得た。 

アトラクション（マジック、歌手、ものまね等）につ 

いては親睦委員会に一任する。 

 

[確認・要望・依頼事項] 

① 会長エレクト研修パートⅡ（11/4）：安川幹事より報告。

対象者は会長エレクトで出席済みです。 

② 東尾張分区会長幹事会（11/22）：安川幹事より報告。 

対象者は会長・幹事です。 

③ 地区職業奉仕委員長会議（11/28）：安川幹事より報 

告。対象者は内海辰巳委員長です。 

 

[その他] 

① 中林ＰＰから報告があった。 

地区職業奉仕委員会の青山氏より「春日井多文化共生 

フェスティバル」への参加依頼があった。 

11月17日（土）9：30～15：30 文化フォーラ 

ム春日井/春日井市民会館/市役所庁舎南側広場 

その際に県営名古屋空港との関係について話があった。 

現状名古屋空港はＦＤＡのみの離発着しかないため 

小牧、春日井、豊山の３つの商工会がＦＤＡの飛行先 

の商工会を訪ねる活動をしているとのこと。 

空港ビルディングも参加しているため当クラブも参 

加してはどうか。 

県営名古屋空港との付き合いが希薄なためもっと職 

業委員会、社会奉仕委員会と関係を持ってはどうか。 

会長：まずは会長幹事で挨拶に行きます。 

② 中林ＰＰから報告があった。 

地区ロータリー財団の副委員長を退任する。勉強にも 

なるので当クラブから地区補助金委員会の役員を推薦 

してはどうか。まずは立候補を募る。 

 

 

[次回開催日時・場所の決定] 

日時 : 平成30年12月3日(月) 11:30～ 

場所 : キャッスルプラザ「福の間」にて 

 

         議事録 阿萬 裕子  

 


