
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2204 横浜港南ロータリークラブ週報 

2021．4．7．[水] 第 2447回例会報告 
 
◎司 会                根本ＳAA委員 
◎ロータリーソング            なし 
◎ソングリーダー             なし 
◎ゲスト ・郵船クルーズ飛鳥Ⅱ 

フロントオフィサー   沖原幸江様 
      ・（有）エム・ケイ・ビリーブ 

取締役社長        柏原麻美様 
◎新会員 神奈川銀行上大岡支店長 

山根健輔様 
◎事務局（次年度）          中山一枝様 
◎出席報告                 淺井委員 
会 員 数 

                    
出 席 者     

数                     
出席率 前回 

修正率 
前月 
平均率 

30(5)名 26(2)名 96.2% 82.7%  82.7% 
（  ）内は出席免除会員 
 
◎ 会長報告               
① 地区より、北見会員に 2021～22年度の地区ロータ

リー平和センター委員会より委員の委嘱状が届い

ております。 
② 青柳会員に米山記念奨学会より感謝状。 

根本会員に米山功労者第３回マルチプルが授与さ

れます。 
③ 神奈川銀行の飯島支店長がご栄転となりますので、

後任の山根上大岡支店長の入会式を行います。 

『飯島会員より』 

４月１日付で洪福寺支店に転勤になりました。皆さ

んには親切にいろいろ教えて頂き勉強になりました。

こちらで築いた縁はこれからも大切にしていきたい

と思います。３年間大変お世話になりありがとうご

ざいました。 

 

 

 

 

 

       飯島会員          山根新会員 

『山根支店長より』 

飯島の後任で本日着任致しました。私は実家が港

南区で、地元に戻って来ることが出来てうれしく思

います。諸先輩方にご指導頂きながら地元に貢献

できるように頑張っていきたいと思います。どうぞよ

ろしくお願い致します。 

④ 事務局の大塚さんが今期までとなりますので、次

年度事務局を担当して頂く中山さんをご紹介します。

『中山さんより』 

 

 

 

 

 

長く勤められた大塚さんの後任ですので、いろいろ 

とご不便をお掛けするかと思いますが、皆さんご指

導のほどよろしくお願い致します。 

⑤ 横浜港南ＲＣから医療従事者の方へ感謝を込めて



クオカードを贈呈します。次回は港南区医師会会

長の池袋先生にいらして頂き、５０万円分（2,000 円

×250 枚）をお渡しします。新聞社の撮影がありま

すので、皆さんご出席よろしくお願いします。 

 

◎ 幹事報告 
① ３月３１日の理事会報告を致します。 

・  今後の例会について 

４月２１日（水）堀尾聡様  

『世界最高峰スパークリングワイン』 

  ５月１２日（水）小後摩会員 

    ２６日（水）港南区新区長卓話 

  ６月 ２日（水）会長・幹事総括 

       １６日（水）18：30～最終夜間例会『北京飯店』 

        （コロナ禍の為、今回は会員のみで行います) 

・  クラブ奉仕委員会について 

   会報の作成を担当していた武田さんが一身上の都

合により６月末までとなりました。今後の会報につ

いては、次年度理事を含めて検討していきます。 

・  青少年奉仕委員会より 

少年野球大会のメダル授与式は６月か７月に実施

予定です。 

・  事務局のパソコンについて 

Windows７のサポートが終了していますので、

Windows１０に切り替えます。次年度に購入予定で

す。 

・  地区大会は５月１日（土）YouTube によるオンライン

配信となります。 

・  レターケースに小後摩会員が作成した『首都圏の地

下地震について』の資料がありますのでぜひお読

みください。コピー代１万円を頂いておりますので、

雑収入に入れさせて頂きます。 

 

◎ 委員会報告   

① 次年度奉仕分担表について   大井会長エレクト 

先日お渡しした奉仕分担表に微調整がありますの

で、４月２１日の例会時にお渡しする予定です。そ

の後の１ヶ月の間で炉辺会合をお願いします。私は

クラブにとってのエスディージーズ（SDGs）を考えて、

ベテラン会員の方が培って育てた港南ロータリーの

価値や文化がありますので、それを新しい会員に

伝えていくにはどうしたら良いかを考えながら役割

分担を考えています。 

② ５０周年記念式典決算報告  山野井実行委員長 

  １００数万円という決算報告となりました。これを皆さ

んへの記念品にするなど考えがありましたが、会員

の退会が続いておりますので、これは６０周年の基

金として置かせていただき、どうしても、平常の予算

立てができないときには補正予算の形で補助して

いく形にしたいと思いますので、ご了解お願いしま

す。 

③ 親睦委員会                  松村委員 

＊ 会員誕生日祝 

   松村会員(２日)・坂巻会員(３日) 

   福嶋会員（５日）・海野会員（１８日） 

   櫻井会員（２９日） 

＊ 会員入会記念日祝 

 瀧会員(１日)・松村会員(１日) 

 福嶋会員（５日）・飯島会員（１１日） 

 北見会員（１２日） 

 

◎ 海野会員より郵船クルーズ沖原様のご紹介 
沖原さんは飛鳥Ⅱ、その前の飛鳥を含めて船に関する

お仕事をされており、外国人の社員の指導もされてい

ます。世界一周を何度もされていますので今日は楽し

いお話を伺えると思います。 

 

◎  『３０分世界一周仮想旅行』 
郵船クルーズ 沖原幸江様            

 

 

 

 

日本郵船のグループ会社で郵船クルーズからまいり

ました沖原と申します。９１年に飛鳥という船が出来て、

一期生として採用されました。それから３０年間クルー

ズ関係の仕事をしています。今日は短時間で世界一周

しますのでかなり早足になりますが、映像をご覧頂きな

がらお話させて頂きます。 

 日本にぱしふぃっくびーなす・にっぽん丸・飛鳥Ⅱと３

つ船があります。私どもはそのうち一番大きい飛鳥Ⅱを

運航しております。 

 横浜の大桟橋から出港して、ベイブリッジの下をくぐり、

関西のお客様がおりますので神戸に向かいます。皆さ

ん揃うと、船内で鏡割りをしたり、船長やその他のご挨

拶があり、船旅がはじまります。 

 初めてのお方もいらっしゃいますが、リピーターの方

がいらっしゃいますので、船に乗って頂くとボードがあり

ます。これには船内で２０００泊されたお客様の名前が

刻まれています。船内では初乗船のお客様用のパーテ

ィーや、シングルで乗っているお客様を他のお客様とつ

ないでお楽しみ頂けるよう、早い段階でパーティーを行

っています。 



 飛鳥Ⅱは７階に外甲板があります。歩くと 440メートル、

直線が 250 メートルの船です。 

 香港に到着しますと、町の真ん中にオーシャンターミ

ナルがありますので、香港島側の夜景を見ながら出港

することになります。 

 次にシンガポールです。シンガポールには港が二つ

あり、サンズという新しい上にプールがあるホテルの近

くと、島の南の方にも港があります。地下鉄が発達して

いるのでご自身で歩いて頂くことが出来ます。 

 途中の寄港地で仕入れた土地のものを使って、ディ

ナーやランチのビュッフェをします。今はこのようなご時

世なので、しばらくは出来ないと思います。ちなみに、

昨年と今年は世界一周が催行できませんでしたので皆

さん来年に乗り換えているところです。 

 次はモルジブのマーレです。こちらは１島１リゾートで

１つの島にホテルがたくさんあります。１１９０の島々か

らなるリーゾートのビーチで海水浴というオプショナルツ

アーもお楽しみ頂いております。 

 次にスエズ運河ですが、これは掘削しただけです。地

中海側とその南側に穴を開けただけです。途中、南港

と北港と言いますが、下りと上りがすれ違ったり、片道

になったりしながら通行していきます。このスエズ運河

が通れない場合は南アフリカの下を通るので１０日余

計にかかります。 

 次に地中海側に出ますと、マルタ共和国です。町の

中に船が着きますので、歩いてエレベーターに乗ると城

壁に出る大変綺麗なところです。出港時には大砲で祝

砲を打ってくれます。 

 イタリアを北上するとアマルフィーという綺麗な海岸が

あります。入港する予定ではなかったのですが、船長

がきれいな海岸なので、教会などが見えるくらい近くま

で寄ってくれました。クルーズ船ならではの旅行かと思

います。 

 チヴィタヴェッキアという港があります。ローマやパリ

のような内陸の街には港はありませんので、このチヴィ

タヴェッキアはローマの外港と言います。市内まではチ

ヴィタヴェッキアからバスで１時間くらいですが、ある時、

閉館後の夜にバチカン美術館を貸し切って、お客様に

ガイドをつけてご案内するということを致しました。例え

ば、ベルサイユ宮殿を貸し切ってお食事会をする等も

世界一周の間にしています。 

 ジブラルタル海峡はヨーロッパとアフリカが一番近寄

っているところです。 

 ヨーロッパの西の果て、リスボンに入港します。リスボ 

ンでは町の中に入りますので、路面電車が大変有名で

す。ご自身で歩いて回ることも出来ますし、オプショナ

ルツアーでロカ岬にいらして頂くことが出来ます。 

リスボンに一泊し、翌日出港しました。本当はいくつ

か港があるのですが、時間の関係で割愛させて頂きま

す。 

次にアムステルダムに入港します。皆様ご自身で運

河めぐりや風車を見に行かれたり、電車に乗って出か

けることが出来ます。アムステルダムには運河がありま

す。世界の三大運河は、パナマ運河、スエズ運河、キ

ール運河ですが、キール運河はドイツのキールという

所にあります。三大運河ですが小さすぎて、私どもの初

代の飛鳥は通れましたが、今の飛鳥Ⅱは５万トンなの

で船が大きくて通ることはできません。 

アイルランドのダブリンはトリニティカレッジの旧図書

館が有名です。千年以上前に書かれた写本をご覧頂く

ことが出来ます。そして、アイルランドと言えばギネスビ

ールです。ギネスの工場がありますのでビジターセンタ

ーで試飲をして頂いたりしています。 

それでは、ヨーロッパから離れて、アメリカに向かい

ます。アイルランドから出てすぐに、アルサクレイグ島で

す。花崗岩が取れます。カーリングのストーンは全てこ

ちらで作られています。無人島で、今採掘は環境への

配慮から２０年に一度だけです。これも先ほどのアマル

フィーのように船長の独断で寄ってくれました。 

飛行機の１時間が船の１日です。大西洋を渡るのに

１０日間くらいかかります。船ではいろいろな催し物が

あり、お祭りもします。お客様にもグループに分かれて

頂き、夏の間ねぶたとか、阿波踊りのクルーズをやって

いて、その時などは踊りこみをしますので、スタッフは

皆踊れます。船上で日本のお祭りをしたりします。 

大西洋横断２日目、タイタニックが沈んだポイント辺

りでクジラに出会いました。海洋生物がたくさん出てき

ます。全ての食事はお支払い頂く費用の中に含まれて

いますが、時々、イタリア料理・中華料理・日本料理の

シェフが海外で乗ってこられますので、船の料理だけで

はなく、いろいろな食事をお召し上がり頂けます。 

アメリカのニューヨークでは、マンハッタンの真ん中に

入ります。右手にマンハッタン、左手に自由の女神を見

ながら進んでまいります。ちょうどミッドタウンの辺りに

船が着きます。大体は一泊しますので、ミュージカルを

観たり、お買いものに行ったり、ワシントンや一泊で行

けるナイアガラの滝などに行かれたりします。二日目の

夜に摩天楼の夜景を見ながら出港しますので、自由の

女神の真横で写真を撮ると素晴らしいです。 

カリブ海を南下しますと、この辺りはイルカが出てき

ます。イルカは船の航跡に沿って跳んでいます。海の

水が綺麗になってきたところで、バハマのナッソー港に



入ります。ここはカリブクルーズで人気の寄港地です。

港に入っている船を見るとわかりますが、日本で一番

大きい私どもの船は５万トンなので、世界の標準の半

分くらいに見えます。１０万トン超えるのが当たり前で、

２０万トンも出てきています。ただ、大きくなると入れる

港が減るので、私どもの飛鳥Ⅱも日本で入れる港が限

られています。以前はたくさんの小さな港に入れました

が、船が大きくなると沖に停めて通船で上陸頂くように

なります。 

パナマ運河を渡る前に必ず寄るのはコロンビアのカ

ルタヘナという街です。皆さん、街で色鮮やかなものを

楽しまれたりしています。 

パナマ運河を抜けると太平洋です。グアテマラのプエ

ルト･ケツァルという場所で遺跡のツアーに行くとマヤ文明

の遺跡をご覧になることが出来ます。普通、港には朝

入って夜出てしまいます。ニューヨークなど特殊なところ

では一泊しますが、この日は夜に出発しました。 

講演する先生や演奏家の方が途中で日本から来て

下さいます。 

アメリカ大陸側で最後に行くのはサンディエゴです。

町の真ん中に入り、桟橋の横から歩いて電車やバスで

行けます。しかし、夕方には出港します。 

数日経って目が覚めると見えてくるのはダイヤモンド

ヘッドで、最後の寄港地ホノルルです。ホノルルマラソ

ンの発着地に港があるのでそこに入ります。ホノルル

は最後の港なので必ず一泊します。皆さんはお買い物

に行かれたり、お食事に出られます。夜は停泊している

ので地元の子供たちが乗ってきて、フラダンスを見せて

くれたりします。二日滞在した後に、見送りの中で出港

します。 

いよいよ横浜が近づいてまいりますと、荷物を作らな

ければいけません。皆さん段ボール１０箱とかスーツケ

ース５つとか、横浜に着く前日の夜のうちに荷物を廊下

に出さないと運んでもらえません。皆さんが、それをし

ている間に私たちは余興大会をします。紅白歌合戦の

ようなものをお客様は部屋のテレビをつけながらお荷

物を作ったりされています。翌日起きますと、見慣れた

景色のベイブリッジが見えてきます。 

少し短いですが世界一周致しました。実は３月３１日

に記者発表しましたが、次の船を作ります。残念ながら

国内の造船所では OK して頂けなかったので、ドイツで

作りますが、２０２５年にデビューします。皆さんどうぞよ

ろしくお願い致します。 

以上となります。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

◎ ニコニコボックス         松村親睦委員 
平山会長 青柳幹事 
郵船クルーズフロントオフィサー沖原幸江様の卓話
楽しみにしております。 
エム・ケイ・ビリーブ柏原麻美様ようこそいらっしゃい
ました。 
飯島会員本当にいろいろお世話になりありがとうござ
いました。山根支店長宜しくお願い致します。 

坂巻会員 
郵船クルーズ沖原様卓話楽しみにしております。 
会員誕生日祝を頂きましてありがとうございました。 

松村会員 福嶋会員 
会員誕生日祝と会員入会記念日祝を頂きましてあり
がとうございました。 

北見会員 
会員入会記念日祝を頂きまして有難うございました。 

海野会員 
本日の卓話宜しくお願い致します。私の知人です。
楽しみにしています。 
会員誕生日祝を頂きましてありがとうございました。 

飯島会員 
３年間大変お世話になりました。皆様とのご縁をこれ
からも大切にしていきたいと考えています。本当にあ
りがとうございました。 
会員入会記念日祝を頂きましてありがとうございまし
た。 

宮島（秀）会員 
配偶者誕生日を頂きましてありがとうございました。 

豊場会員 天野会員 大井会員 佐々部会員 
上杉会員   
郵船クルーズフロントオフィサー沖原様本日はようこ
そいらっしゃいました。卓話宜しくお願いします。 

市川会員 
郵船クルーズフロントオフィサー沖原幸江様本日の
卓話楽しみにしております。 
飯島直人会員ご栄転おめでとうございます。いろい
ろお世話になりました。 
後任の山根健輔支店長ご入会おめでとうございます。
宜しくお願い致します。 

高栁会員 
郵船クルーズ沖原様ようこそいらっしゃいました。 
本日所用により早退します。申し訳ありません。 

 ニコニコボックス本日合計 ４３，０００円 
ニコニコボックス 累 計 ６２４，０００円 

◎ 米山チャリティボックス   
大井会員 坂巻会員 佐々部会員 平山会員  
宮下会員 ５名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 １０，０００円 
米山チャリティボックス累計 １６７，０００円 

◎ 次週の予定 
 ４月２１日(水) 堀尾聡様 

『世界最高峰スパークリングワイン』 
◎ 会報                宮下会報委員 


