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＜本年度会長テーマ＞ 『 みんなで創りみんなで味合うロータリーの愉悦（よろこび） 』

広島安佐ロータリークラブ

2020年9月3日(木) 第976回例会

3階 「 安芸の間」

会長時間

皆さんこんにちは。

台風9号は強風とともに去っていきました。次の

10号は週末発達して襲来が予想されておりま

す。十分な備えをしておきたいですね。

台風一過で少しは秋めいてくれば良いのです

が、相変わらず残暑が厳しいようで、近年の傾

向として、いつまでも暑さが続き、涼しさを感

じる時はほんのひと時、急に初冬の肌寒さが訪

れるような、今年もそんな極端な様子になるの

でしょうか。コロナ禍のもと、ただでさえイレ

ギュラーな日々を送る本年にあっては、せめて

季節感くらいは当たり前に味合いたいものだと

考えます。

さて今日のクラブ・フォーラムは、後ほど山口

幹事より説明がございますが、「ガバナー公式

訪問を振り返って～今期の活動を改めて検討

～」というテーマで行います。

少し時間を巻き戻しますが、7月早々、田中ガバ

ナー補佐をお迎えして、「会員基盤の強化」

「コロナ禍におけるクラブ運営のあり方」「ロ

ータリー財団」という三つの観点からクラブ協

議会を行い、その成果をもって7月15日、広島陵

北ロータリークラブと共同開催した脇ガバナー

公式訪問に臨みました。皆さんのお蔭で、澱み

ない鮮やかな進行のもと無事終了することが出

来ました。

確かにガバナー公式訪問を滞りなく終えること

は、それをクラブの目的にしてしまえばその完

遂をもって目標達成にはなりますが、肝心なの

は、それはあくまで「月を指さす指」の指先に

辿り着いただけで、お月さまはどこにあるの、

ということだろうと思います。

そうした脇ガバナーの卓話やクラブ・フォーラ

ムを受けて、会員の皆さんの記憶や感動が新鮮

なうちにと、夏休みの宿題のようなものです

が、印象深かった点、それを当クラブにどう生

かすか、親クラブの例会運営や奉仕事業で学ぶ

べきところ、二クラブ合同事業の可能性という

四項目でアンケートにお答えをいただいており

ます。 謂わば今日はその宿題の発表会というこ

とで、書いてきたのが、以前よく言われました

「選択と集中」です。元来わがクラブは規模が

小さいですから、あれもこれもと資金やマンパ

ワーを投入することは出来ません。自ずからニ

ーズや費用対効果などをよく吟味しながら奉仕

活動を行ってきました。おそらく今後もその路

線は変わることはないでしょう。

先週、アフリカ47か国における野生ポリオ根絶

のことを申しましたが、わがクラブも創立以来

ほぼ一貫して100万ドルの食事の差額分をポリオ

プラスに注入してきているからこそ、実際その

喜びの輪に加わることができ感激も一入なのだ

と思います。

合同例会の利点の一つは、二つのクラブがお

互いに学び合い刺激を受け合うところにあるの

ではないでしょうか。お相手が親クラブさんで

すからおこがましいことですが、私たちも今か

らでも遅くはない、取り入れることは取り入れ

させてもらって新しい伝統を作っていきたいも

のです。

このフォーラムではそうしたことを含めて、ク

ラブの今後の在りようについて皆さんのご意見

をいただけたらと願っております。



「クラブフォーラム」

ガバナー公式訪問を振り返って

～今期の活動を改めて検討～

～内容～

①例会におけるガバナー卓話及びフォーラムにおけるガ

バナー講評にて、印象深かった点は。

②印象深かった点を踏まえ、当期のクラブ行事をどのよ

うに改善・修正すべきと考えますか。

③陵北ロータリークラブの事業計画や例会進行方法等

で、当クラブの運営に採り入れたいと思われる点。

④今後、陵北ロータリークラブと新たに合同行事を行う

とすれば、どのような行事をしたいと考えますか。

AグループBグループに分かれ、集計したアン

ケートを基に、グループディスカッション形式

で進行しました。それぞれ横手会員、湯本会員

がまとめを発表いたしました。

今後の広島安佐RCの活動にとって、とても有

意義な時間となりました。



ニコニコ箱

￥37,000 累計￥179,000

9月3日(木) 第 976 回

本日のプログラム

「クラブフォーラム」

ガバナー公式訪問を振り返って

～今期の活動を改めて検討～

幹事報告

１.BOX配布物

・ガバナー月信とロータリーの友を配布してお

ります。

・本日のクラブフォーラム次第・資料一式を配

布しております。

２.例会変更

・広島東南RC「新会員とともに初秋の歓迎会」

と き：9月14日（月）18：30～※同日変更

ところ：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

３.休会

・9月14日(月) 広島廿日市RC

会員数 21名 出 席 率 90.00％

出 席 17名 ご 来 賓 4名

欠 席 4名 ご 来 客 0名

メーキャップ 1名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第974回 8月6日

選 択 と 集 中

会員記念日（9月）
☆結婚記念日おめでとうございます

・山岡 稔会員(S62.09.20)

結婚して33年になります。早いものです。

☆パートナー誕生日おめでとうございます

・山岡 稔会員(知枝様：11日)

なかなか妻の誕生日が覚えられなかったので

すが、アメリカの9.11で覚えられました。

・大北 茂人会員(妙子様：12日)

・道垣内 文夫会員(聡子様：19日)

・三宅 恭次会員(文枝様：27日)

☆入会月おめでとうございます

・岡本 忠文会員(H23.09.01)

☆創業月おめでとうございます

・松岡 與吉会員

((株)兼正冷熱工業：S51.09.01)

ありがとうございます。45期目を迎えまし

た。

・大北 茂人会員((株)チョーミ：S22.09.22)

☆青木 幹丸会員

今日のクラブフォーラムは、ガバナー公式訪

問を振り返って、というたいへん真面目な安

佐ロータリーです。どうか肩の力を抜いて発

言していただければ幸いです。

☆道垣内 文夫会員

台風10号が接近中です。くれぐれもお気を付

け下さい。

2020年9月10日(木) 第977回例会

3階 「 安芸の間」

会長時間

皆さんこんにちは。

台風10号は、身構えた割にはいとも呆気なく

通り過ぎていきました。もちろん、亡くなられ

た方には哀悼の意を捧げ、被害を被られた方に

はこころよりお見舞いを申し上げるところです

が、予想された台風の勢力に比べて人命、農作

物など被害が少なかったことは、結果として、

その背景には人間の側の防災、減災意識の高ま

りもあったのではないかと推測します。いま、

昼夜の寒暖の差が激しい時ですので、どうかお

身体を大切にしていただきだきたいと思いま

す。



さて昨日は、親クラブ広島陵北ロータリークラ

ブさんの創立30周年記念祝賀会がありまして、

当クラブを代表して出席させていただきまし

た。

少し復習しておきますと、陵北ロータリーク

ラブは広島北ロータリークラブさんの20周年を

記念して創設されました。創立会員は29名、当

初はかつてありました広島ステーションホテル

を例会場としておられました。

初代会長は、わがクラブの特別代表でもいら

っしゃる二宮義人氏（広陵学園理事長）で、当

初よりクラブの運営方針を「こころ豊かなロー

タリアン」と標榜され、その理念は30年経った

今でも脈々と受け継がれております。創立会員

29名の内10名が現在も在籍していらっしゃるこ

とも、その軸がブレない要因ではないでしょう

か。

周年の奉仕活動も終始一貫したものがあり、

公教育におけるスポーツの種目ごとに優勝杯、

優勝旗を寄贈され、青少年の心身の育成に大い

に寄与しておられます。地域にあっては、せせ

らぎ公園への枝垂れ桜の植樹を度々行われ、今

回にいたっては、とうとう生き物の錦鯉を鯉城

たる広島城のお堀に放流されるなど、集中型の

地域貢献は誠に一本、筋が通っているようにお

見受けします。

私たちも、ガバナー公式訪問の合同例会など

ますます緊密な両クラブの関係の中で、学ぶべ

きところは学ばせていただいてともに成長して

いけることを念願するところです。

今日は新入会員さんの卓話ということで、山

岡稔会員にお話をいただきます。山岡会員はデ

イサービスセンターや滞在型老健施設を経営し

ておられます。高齢化社会の中でなくてはなら

ないお仕事ということで、今日用意してきたの

は、「若者叱るな来た道じゃ 年寄り嫌うな行

く道じゃ」となります。お聞きになった方もあ

りましょうが、この後に続いて、「来た道 行

く道 回り道 通り直しの利かぬ道 今日も行

きます人の道」と言われたりします。人生の機

微をうまく突いた言葉だと思いますが、もっと

若い時にこれを口にしますと10年早い、何か気

恥ずかしさみたいなものが伴いまして、よう

やく60歳台も半ばになってから年齢が言葉に追

いついたような感じがします。ともあれ、山岡

会員は日夜こうした人生産業に携わっておられ

るわけです。

また社名の「おかえり」がいいですね。帰っ

ていく場所がない、待ってくれる人がいない、

これは人生行き暮れて淋しいものです。

「ただいま」と帰っていく場所があり、「おか

えり」と迎えてくれる人がいるからこそ、私た

ちはいまを安心し、ひいてはわがいのちを委ね

ることが出来るのではないでしょうか。

そんな意味合いで、自分としては敬意を表し

ながら山岡会員のお話に耳を傾けたいと思って

おります。後ほど宜しくお願い致します。

「新入会員卓話」

～私の起業について～

(株)おかえり 代表取締役

山岡 稔 会員

私は若い頃から常々４０代で起業したいと考

えていました。しかし４０代のサラーリマン時

代に起業のチャンスは幾度があったのですが勇

気と決断がなくなかなか実行に移せず、とうと

う50歳になってしまい気持ちばかりあせり早く

何かしなけらればと思ってた頃、母が認知症に

かかり病院に幾度となく連れて行くうちに、あ

る日病院の先生から通所介護施設を勧められ、

介護業界については何も知らない私は先生から

少し介護業界について教わり、また自分でも介

護業界について調べていくうちに自分の気持ち

中で「よしこれではないか」と思い５０歳の時

に勇気と決断を持って起業を決意したのです

が、介護業界についてはこれからも成長する業

種だということ以外は何も知らない素人でした

ので、東京のある病院系列の介護施設のフラン

チャイズ（２年後に脱退）に加盟してノウハウ

を教わりながら半年後に通所介護施設を開設す

る運びとなったのです。私は起業するにあたり

「会社は誰のものか」というと、経営学の視点

では資本家のものですが、私的には社員のため

にあると考えているのです。社員がどういった

気持ちで仕事（介護）をしていけるのか、その

一点だと思うんです。そうした時に、人が頑張

る為の原動力は経済的な部分ともう一つ、生き

ていく証として心の内面的な部分があります。



自分の力が何か世の中のため（高齢者）になる

ようにという、人間が本来持っている心からの

欲求を大切にしたいのです、簡単に言うと人材

（人財）です。どこの会社も一緒ですが人材を

大切にしない企業の成長はありません。おかげ

さまで創業して９年になり４施設開設したので

すがパートは別として正社員十数名採用したの

ですが退職者は１名だけです。これからも職員

を大事にする（もちろん高齢者も）施設の運営

に頑張って参ります。

9月10日(木) 第 977 回

本日のプログラム

「新入会員卓話」

～私の起業について～

山岡 稔 会員

幹事報告

１.BOX配布物

・職場訪問例会のご案内を配布しております。

ご出欠の回答は、 回覧にてお願い致します。

10月22日（木）12：30～13：30

（青木会長：専教寺）

・9月定例理事役員会議事録を配布しておりま

す。ご一読ください。

・8月分の個人別出席一覧を配布しております。

ご確認ください。

・休会のご案内を配布しております。

(10月8日、10月29日)

２.休会

・9月14日(月) 広島廿日市RC

・9月16日(水) 広島陵北RC

３.お知らせ

・次週の例会場が、3階「安芸の間」から32階

「ダイヤモンドルーム」に変更となりました

ので、お間違えのないようお願いします。

会員数 21名 出 席 率 95.00％

出 席 13名 ご 来 賓 0名

欠 席 8名 ご 来 客 0名

メーキャップ 6名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第975回 8月27日

若者叱るな来た道じゃ

年寄り嫌うな行く道じゃ

9月10日（木）例会を開催いたしました。

9月は台風シーズンです。台風9号に続き、先

週末は台風10号が九州直撃ということで広島市

にも警報が出ました。気象庁の早めの呼びかけ

で台風への備えや対策が事前にできたこととは

とても良かったと思います。日頃から防災への

意識を高める必要性を改めて感じました。被害

に合われた皆様には、心よりお見舞い申し上げ

ます。

さて、本日の青木会長のお言葉は「若者叱る

な 来た道じゃ 年寄り嫌うな 行く道じゃ」

でした。とても味わい深い言葉で、なるほど・

・・と感じる言葉です。自分もそうであった

し、いつかはそうなるんですね。青木会長のお

言葉、毎週とても楽しみで、そしてとてもため

になります。

そして、本日の卓話は、新会員卓話で山岡会

員にお話いただきました。

山岡会員は、鈴木会員とともに今春入会され

ました。本来ならもっと早く新会員卓話をして

いただく予定でしたが、コロナ禍で例会が休会

になり、さらに、新年度のガバナー公式訪問や

フォーラム等もあり、本日に至りました。

卓話の内容は、山岡会員の自己紹介という

か、歩んで来られた道のお話でした。現在は介

護施設を4軒経営されている山岡会員ですが、若

い頃は、なかなか波瀾万丈な道を歩んで来られ

たようで、とても興味深い内容でした。会長談

話で青木会長がお話になりましたが、山岡会員

が経営される介護施設は「おかえり」という名

前だそうです。心温まるとてもいい名前だと青

木会長が言われました。確かにそう思います。

高齢化社会が加速する中、介護は益々重要に

なって来ます。介護はする方も受ける方も大変

です。いつも優しい気持ちで接することは難し

くもあります。そんな中で「おかえり」という

言葉（名前）は、心に染みる安心感がありま

す。山岡会員の人柄が表れているんだと感じま

した。山岡会員、ありがとうございました。

（広報・会報委員）



ニコニコ箱

￥3,000 累計￥182,000
☆青木 幹丸会員

昨日、広島陵北ロータリークラブ創立30周年

記念式典・祝賀会にクラブを代表して出席し

てきました。出席者を極力限定した小規模な

催しとなりましたが、心温まる良い祝宴でし

た。

☆奥芝 隆会員

先日、スイスにいる娘より連絡があり、画家

である夫「コンラッド･ヨン･ゴードリー」と

共に昨日からスイス・ドイツ・オーストラリ

アで放映されるテレビの密着取材がスタート

したと。 スイスへ来て7年の歩みやコンラッ

ドのアトリエの取材やらで、45分放映です

が、放映日はまだ未定です。（5日間密着す

るそうです）よく頑張っていると思います。

彼女も作品をつくっています。

☆奥芝 隆会員

山岡さん、卓話を楽しみにしております。い

ろいろ”しさ”を与えて下さい。

お世話になっております。
頂いたテレビとスピーカーは⼤活躍です。まずテレビのほうですが、主にはモニターとし

て使⽤しています。パソコンをつなぎ、⼦どもの療育や保護者の研修に使⽤しています。
⼦どもの療育では、「こんなことがあったよねー」と経験したことを写真でみて振り返っ

て話したり、これからやる活動についての説明に使ったりします。画⾯が⼤きくて⾒えやす
いので細かいところまでよく⾒えて、⼦ども達の会話も弾みます。
保護者研修では、主にパワーポイントを使って、難聴についての学習をします。広い部屋

でもよく⾒えることで、とても好評です。
スピーカーは毎週、年⻑のグループ療育の時に使⽤しています。⼦どもが発表をしたり職

員の話を聞いたりする時に使⽤しています。今まで使⽤していたものより、⼩型で持ち運び
しやすいので、⾊々な場所に持っていく事ができてとても便利です。
現状はこのような感じです。簡単ではありますが、以上が報告です。
本当にありがとうございました。

⼭彦園 園⻑ 柳井真由美

～お便り～

広島市社会福祉事業団こども療育センター山彦園より

ニコニコ発表者は

席を立つことにし

ました。



2020年9月17日(木) 第978回例会

32階 「ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾙｰﾑ」

会長時間

皆さんこんにちは。

朝晩、涼しくなりましたね。早朝、犬の散歩

に出かけるにも、Ｔシャツ1枚ではもう寒くなり

ました。季節の変わり目には、皆さんもくれぐ

れもお身体をご大事に。

政治の世界も大きく動きつつあります。わが

クラブの森本会員は、そもそも昨年夏の選挙

で、県単位では国民民主党と立憲民主党の選挙

協力がうまく進んでおりましたので、新党にも

合流しやすくていらっしゃったのかなと推測し

ます。枝野さんのもとでしっかりと仕事をして

いただきたいですね。

自民党総裁選では、岸田文雄政調会長が辛う

じて2位ということでした。それにはどうも見え

ない意思が作用したらしく、それは、「岸田を2

位にして命脈を保たせよう」ということよりむ

しろ、「今回で石破の息の根を止めてやろう」

という意図の方が強かったように感じます。岸

田さんもこれからますます茨の道で大変でしょ

うが、地元選出の議員さんですから頑張ってい

ただきたいものです。

今日の新入会員さんの卓話は先週の山岡会員

に続いて、鈴木会員に担当していただきます。4

月から、コロナ禍によるクラブの休会や新年度

早々のガバナー公式訪問などで、お話をいただ

くのが延び延びになっておりました。この度の

新型コロナウイルスの問題で、とりわけ深刻な

影響が及んだ業種といえば、飲食、観光、宿

泊、旅客運輸など。まさに鈴木会員のお仕事と

深い関わりのある分野です。今日のお話のテー

マは、「クルーズの旅について」ということ

で、今般の時系列で言えば、どうしても横浜の

ダイヤモンド・プリンセス号を思い出してしま

うのですが、ここでは少しでも明るい夢を見さ

せていただけるのではないかと期待しておりま

す。

今日書いてまいりましたのは、「悲観主義は

気分によるものであり 楽観主義は 意志によ

るものである」という言葉です。この言葉は先

日新聞で、前の日銀総裁白川方明氏が、ウイズ

コロナにおける経済展望を語られる中で引用し

ておられたものです。フランスの哲学者アラン

の「幸福論」がそもそもの出典と思われます。

日銀と言えば金融政策の元締めみたいなとこ

ろですから（6年前に森本会員を通じて案内して

もらいましたよね）、さぞかし難しい経済指標

などを駆使し景況感も科学的に分析していらっ

しゃるように想像します。もちろんそれが柱な

のでしょうが、そこに気分とか意志とか、極め

て人間臭い要素を介在させ、引き合いに出して

おられることに、今更ながらとても興味を覚え

ました。

人間は、悲しみや嫌なことに遭遇すると、

「なぜ自分だけが」という不幸の思いや怒りの

感情に溺れて流されていきます（悲観主義）。

それを、いまは辛いけど、明日は明るくならな

いはずはないと、自らの意志の力で楽観主義に

立つことが大切だというわけです。楽観という

のは、ネアカのような本来的な気性の部分でお

さえるのでありません。自分が願望として培っ

ていかなければならないものです。経済活動は

ヒト、モノ、カネの動きです。我々が正しい知

見を持って、正しい指標をかざしながら能動的

に動き出さなければ、未来は見えてこないとい

うのが白川氏の論説であったように思います。

2019年までの、巨大クルーズ船が日本各地に

どんどん寄港して、外国人観光客が巷に溢れる

ような光景が、それが良いか悪いかはとりあえ

ず別にして、再現されることを近未来に願っ

て、どうか鈴木会員も頑張って頂きたいと思い

ますし、私たちもせいぜいGO TOキャンペーンに

乗っかって、コロナの正しい恐れの中で動き始

めたいものです。



「新入会員卓話」

～クルーズの旅について～

(株)阪急交通社 広島支店長

鈴木 毅 会員

今コロナの影響で旅行はどうか？と思う方がほ

とんどかと思いますが是非コロナが落ち着いた

らお勧めしたいのが「クルーズの旅」です。私

自身阪急交通社に約３０年の勤務と広島支店勤

務前に東京で専門に担当を約３年した経験をも

とに、ここ数年でも大きく参加される方が増え

てきていたクルーズについて今日は貴重なお時

間を頂き魅力を簡単に説明させて頂きます。

まず参加してみたいけど中々申し込めないとい

うのがクルーズの旅です。よくある５つの質問

（不安要素）とその対応策（答え）についてお

話しします。

その後、実際に選んで頂く際のポイントとして

世界で人気の海域についてやクルーズ会社

（船）の選び方とそれに対するサービス・価格

の違い、また日本船と外国船の違いとお部屋

（客室（キャビン））の選び方についてお話し

ます。

最後にすべてを踏まえた上でクルーズの旅をお

勧めする理由についてまとめた話をいたしま

す。

日本のクルーズ人口はやっと年間３０万人位ま

で来たところです。世界のクルーズ人口に比べ

たらまだまだです。（世界一、年間クルーズに

参加される国はアメリカで年間１，２００万

人）まずは皆様１回クルーズの旅に参加してク

ルーズの素晴らしさを体験してみては如何でし

ょうか？

阪急交通社

クルーズの
よくあるご質問

Ｑ＆Ａ
（不安要素）

現在のクルーズ客船は、最も揺れない海域に配
船するようにスケジュールを組み、さらに最も揺
れないとされている航海速度（18ノット程度）で
運航し、揺れを最小限に抑えるようにしています。
また、横揺れに対してはスタビライザー（横揺れ
防止装置）によりさほど揺れを感じずにすみます。

? 船酔いが心配だが…？クルーズ
５大質問

? 退屈しませんか？クルーズ
５大質問

退屈しない理由の第一は、船内の
アクティビティー・プログラムが早朝
から深夜まで時間を追って組まれて
いるからです。

１

? 退屈しませんか？クルーズ
５大質問

船内のアクティビティー施設を使いこな
すだけでも、一日はあっという間に過ぎ
去ってしまいます。プール、フィットネス・
ジム、ライブラリー、シアター、カジノ、
バー、ダンスフロアなどなど。
最近はインターネットやパソコンなどIT対
応のクルーズ客船も多くなっています。

２



? 退屈しませんか？クルーズ
５大質問

洋上のゆるやかな時の流れも「退屈」を
解消してくれます

３

日中お過ごしのときはカジュアルな動きやす
い服装で問題ございません。気楽な服装でお
過ごし下さい。

夕方以降（夕食に出かける時から）の服装は、
フォーマル・スマートカジュアルの２種類のドレ
スコードに分けられます。ドレスコードは毎日の
船内新聞でご案内いたします。

? クルーズ船内での服装は？クルーズ
５大質問

クルーズ
５大質問

夕
食

メインダイニング

スマートカジュアル フォーマル

男
性

襟つきシャツ・スラックス
ジャケット等

スーツ・タキシード・
ジャケット・着物

女
性

袖のあるシャツ・
ワンピース・ブラウス等

ワンピース・カクテルドレス・
ツーピース・着物

着
物

スマートカジュアル フォーマル

模様が生地全体に繰り返された小紋 綸子・縮緬などの訪問着

? クルーズ船内での服装は？

客船はキャビン以外のサービスは平等です。キャビンには
グレード（カテゴリー）がありますが、これは等級ではありま
せん。キャビン以外のパブリックスペースはホテルと同様、
誰もが自由に行き来出来、自由に使えます。

? 船に「等級」はあるのか？クルーズ
５大質問

また、キュナード・ラインなどでは、使用するキャ
ビンによってダイニング・レストランを指定制にす
るなど、あえてサービスに差別感をつけて、上級
キャビンを利用する旅客のニーズに対応してい
ます。
日本船３隻も上級客室利用者の専用レストラン
を設置しています。

クルーズ
５大質問

? 船に「等級」はあるのか？

? クルーズは高額な旅？

〈クルーズ料金に含まれるもの〉

・運賃（自宅～港・空港間の交通費は含まない）

・宿泊費

・食事代（１日３食以上。朝食、昼食、夕食のほか、スナック、
ブランチ、アフタヌーンティー、夜食など用意されています）

・パーティー参加費

・エンターテインメント費（ライブショー・映画など）

・カルチャー教室受講料 ・ダンス教室受講料

・スポーツ・ファシリティー利用料（フィットネスジム、プールなど）

・ポートチャージ（ただし、外国船の多くは別料金）

クルーズ
５大質問

カリブ海

世界で人気のクルーズ海域

アラスカ

アジア

北欧
フィヨルド

バルト海

エーゲ海

アドリア海

地中海

南極

オセアニア

船会社やクラスで選ぶのがおすすめ

キュナード・ライン

プリンセス・クルーズ
セレブリティ・クルーズ

コスタクルーズ
ロイヤル・カリビアン・
インターナショナル

MSCクルーズ

ノルウェージャンクルーズ



日本船と外国船のサービス特性

日本船 外国船

・日本語 ・和食サービス
・展望風呂
・日本発着なので楽
（スーツケース等の事前送
付ー直接キャビンへ）
・ノーチップ（ポート・チャージ
等を含む）

・価格の選択肢が多い
・国際性（国際色）が強い
・カジノ
・多様（食事、エンターテインメ
ント）
・選択肢が多い魅力的な海域
・免税ショップ

※ダイヤモンド・プリンセスに展望浴場あり。

クルーズカード

■ 船専用のクレジットカード

■ 客室のカギ

■ 身分証明書

①クレジットカード
JCB・VISA・MASTER・アメリカンエキス
プレス・ダイナース
※JCBカードはクルーズ船によっては
使用出来ない場合があります。

②現金又はトラベラーズチェック乗船
日に※US$300を船内フロントに預け
ていただき、下船日に同じくフロントに
て精算をお願いします。乗下船日

船名
クルーズ番号

お客様名

お食事
レストラン

お食事時間／テーブル番号
※乗船するクルーズ船により異なります。

客室の選び⽅

お客様の目的にあわせて
お選び下さい

内側ツイン（約16㎡）

お手軽にクルーズを楽しみたい方へ

海側ツイン（約17㎡）

窓から入る朝日を浴び、毎日変わる景色を眺めたい

海側ツイン・バルコニー付き
（約22㎡）

クルーズならではの海風にあたりたい

スイート（約31㎡）

ちょっとした贅沢、キャビンにもゆとりを



クルーズ旅行をおすすめする

これだけの理由

①体がとっても楽なんです！

②バラエティーに富んだお食事が楽しめます。

③船内では決して退屈しません。

④揺れの少ない大型船です。

⑤時間を有効に使う旅行です。

⑥実はそんなに高くありません。

⑦下船までスーツケースの荷造りは必要は

ありません。

⑧船内では現金は必要ありません。

だから、一度参加された方は
60～70％リピーターになります。

9月17日(木) 第 978 回

本日のプログラム

「新入会員卓話」

～クルーズの旅について～

鈴木 毅 会員

幹事報告

１.BOX配布物

なし

２.休会

・9月23日(水) 広島東RC・広島陵北RC

・9月24日(木) 広島北RC・広島西RC

・9月30日(水) 広島陵北RC

・10月2日(金) 広島南RC

３.お知らせ

・次週9月24日は休会です。次回例会は10月1日

です。お間違えのないよう、よろしくお願い

いたします。

会員数 21名 出 席 率 80.00％

出 席 15名 ご 来 賓 0名

欠 席 6名 ご 来 客 0名

メーキャップ 1名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第976回 9月3日

悲観主義は 気分によるものであり

楽観主義は 意志によるものである

崇徳学園ＩＡＣ募金

9月分
松岡 與吉･奥芝 隆・岡本 忠文･谷 勝美

合計 4,000円

総合計 25,000円

ニコニコ箱

￥3,000 累計￥185,000
☆青木 幹丸会員

鈴木会員にはクルーズの旅についいてのお

話、楽しみにしております。皆さんもGO TO

キャンペーンで動き出しましょう！

☆道垣内 文夫会員

今週、税務調査が始まって、気分は憂鬱で

す。コロナと同じく早く終息して欲しいで

す。

☆奥芝 隆会員

鈴木さん、本日は楽しみにしてます。商いは

厳しいですが、とりあえずがんばりましょ

う。


