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－みんなに奉仕を
-ServePeople
l983～84年度RI会長ウイリアムEスケル+ヶ

みんなにロータリーを
ShareRotaryNo.29(1983～1984)

第73回例会昭和59年1月24日（火）晴
へ

◇“奉仕の理想”
◇出席報告
会員52漁出席36急
出lﾙ『率69.23％
◇前回 1ノ1171 1 (修IKIII勝率) 100%
makeup

秋IIIW(1/21'､]: 11.1),林~"(1/21';]:III), ルI!#I/!.(1
/18卿1合)，菊池/ﾄ(1/19端穂)，小池｛i･ (1/21'､j:
il l),黒野禰(1/20.|上),祇野/i (1"181,}I), 'h:lli1
7『(1/11橘．'上)，鈴木(IK)IW(1/13.l上), FI;h.{:.(1
，/19瑞穂)、 ｻ灘ハ．(1/17犬III),郁築ハ･ (1/14'､):
1 1 1). M!"!111･(1/219: l l l )

◇ビジター紹介3街

◇ニコボックス
都築ハ･(先週ホームクラブ失礼しました）

◇松居直前幹事報告
1. 4xI IRIスケルトン公災米l lのため，竹

｜ﾉ1公膣，三輪幹'li:,林IKI際雁| |蚕此及は名11I
jfRCインターシティ ミーティングにllll,'iVし
ておりますことを御,開告いたします。
2． 次'11|例会終r後，蝿‘|I公をij･いますので

FI! li:i"!の方は2F橘の|州にお雌り~ドさい。
◇菊池社会奉仕委員長報告

ド|:会奉仕涌助の一端として， ‐1ﾆﾙ|Wi'j防料を
坊|川し一ｲ|も間の労i'!;:をねぎらいましたが1川
191 1に感I附状をⅨ撤しましたのでここに披朧
して＃|』ｲIﾁいたします。

◇新入会員紹介

ングに川席しておりますので，私が代って挨
拶させて頂きます。
1984<ltの新しい年を迎えられ，年頭の挨

拶．新ｲ|壊会呼々いろいろとお忙しい毎I Iで
あったと序じます。それらの行辮も一応一段

濡されたことでありましょう。
- II1i l lﾉく州撲りj場所も終り，おしん樅綱隆

の!'1が41uil_iの優勝を飾りました”

先週の！|《‘;片で1'1 '1新州論説委典加藤銃!il先
′kの遊びと文化について縦波願いたのであり
ますが，非fi；に深い感銘を受けました。
ノゲやI I本はllt界一の12"I_l<Iであり，高齢者

#|:公が進んでおります“

I. ､;I )ゆるボケ陛人, W式満は痴呆ﾘii繼人病
が企ll<|で50万人いるそうです。年をとっても
蚊は使うべし．身体も使うべし， 80才以.1:に

なられてもﾉ心女(にゴルフなどやっていらつし
ｨ』るﾉﾉ．もたくさん伽|っております。
/rfIKI |'1りにゲートポールが御‘世人のあいだ

で人流ｲl･をしています。
｜'|分''1身がレジャーにしるスポーツにしる

難しみを排つこと，すなわち遊びが火切にな

って>|ぐたといえましょう。
／ﾅｲﾄはオリンピックのIIM催のイトでありま

TI-｡ 4{|前のモスクワの奥のオリンピック
は，アメリカのI)ijカーター人統伽による政論
的な脈ﾉJでJOCも断腸の忠いでボイコット
を余儀なくされました。カナダのモントリオ
ール以>'4実に8ｲ|振りのオリンピック参加と
!:-i.うことになります．
鰯141''|冬1割-リンピック人公ば>|4jj2ノj8

i lから191 1まで121 1 1冊ユーゴスラビアのサラ
エボで附催されます。冬のオリンピックは5
純技， スキー， スケート，バイアスロン，ボ
ブスレー， リュージュで, IOC委典の竹l 11
つ！】‘こし

'I1 1.徳ﾄjl腿以ド69満の進荊11をJOCでは派適

することになっております。
また奥のオリンピックは7月281 1から8ﾉ1

121 1までの161 1 IIIj, アメリカロサンゼルスで

|||州Mされます。すでに皆様方御存知の通り|||；
界で"jめての災間ペースのオリンピックであ

~
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◇加藤(大)副会長挨拶
,fl lは竹内会長がインターシティミーティ
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イ|にマスタープランにｵ''i手し， 当初のマスタ
ープラン段ﾙﾄは， ウオールトディズニープロ
ダクションの本拠地でありますアメリカ四海
峠を’粁『に|ﾉ|業を進め，火施設!汁、 1那細没i;l･
の段|牌にはいりますと1_1本での作業にはいっ
た訳であります。その’＃いた腿l llliの枚数が約
40,0001k, ,!没計に要した期|Ⅱ)が3年，我社の
技術IIIIiの延べ人興がプロジェクト全休で約
60,000人位． |:1fの期間が3年近くを要した
‘沢であります｡工 l錨が750億円，ア|､ラクシ
ョン群の製作曲280億円，その他いろいろで
ノ<体1300IIXI9位の1$業批であると言われて
おります。 i l l4J!ij_I!息郎の小挑"l'iべか物語”
で知られる「･躍りililli女の地に，大人とf供が
共に笑い、共に雌き、典に発兄し，典に楽し
むことのできる新しい11t界を作った訳であり
ます。ここでテーマランドの【'1の一部をご紹
介しておこうと思います。
「アドベンチャーランド」では． うっそう

としたジャングルを探険ボー|､でドっていき
ますと、象やカバ~ ‘鳥などの野生動物の人形
がまるで水物のように呪われてきます。又．
I櫛海の.l:.;や花が敬うチキルーム。カリブの海
賊館では，交戦する櫛賊たちの弾丸が波しぶ
きをあげる人海腺、略岬する海賊達, i''iをか
かえて歌うｿj、火をはなたれてメラメラ燃え
る街並など。次々に変る場Imをぬってボート
！ま進み, 1 1険とロマンの夢をかきたてます。
「ウエスタンランド」では， ｜淵拓ilf代の四

部の街並が|“』され，ゲストはIﾉﾘ部劇のlll:界
にいるような感じにひたされます‐ 「ファン
タジーランド」では，ディズニーの倣話のlⅡ：
界がIIj:｣兇されており， ヨーロッパのドイツや
スイスの街1tの'｜'でヒーターパンと一緒に空
を唯んだり, rl " ! i姫やピノキオの} |険を楽し
むことができます。〃i水を砿んだようなイッ
ヅ。ア・スモールワールドでは. llt界' |!の氏
族衣裳をつけたj.･供述の人形が欺い伽iるII!を
ハ｣･でl'il遊します。
「トウモローランド」では, 360のIIIIi llliに

災しいlll:界の肌蛾を慨演したり, IIL"60mの
桃のない｡iailiのIII 「スペースマウンテン」の
’ '1で、 ジェットコースターに乗って rHi旅ｲ｣､
に旅W:つことができます。もう1つのテーマ
ﾗﾝﾄはメインｴﾝﾄﾗﾝｽのワールドバザ

ールでありますが， これはビクトリア」刺l風
の様式雌蕊の街1kによって樅成さオ1,ておりま
す。以l 5つのテーマランドの雰州kiをご細
介しましたが， これの建物内外装の i臭典な部
）>は，ほとんどがF RPとモルタル嬢l)の
擬似レンガ，擬ｲ,でできており，稚装技術に
よってそのlli代のそのままの水物そっくりに
l l: Izげらオ↓ております。
IIA後に私が満I I 1膿へ参りましてﾉrfi;でまだ
8ｲliであります-が、 ｜|'|;ｲﾄ秋にこのロータリー
クラブに人公をさせて願き;&{:んでおります。
私は－川・公，出会いとi ;.う｢-i.雌が好きであ
り， このlll会いを人切にと',i竹々伽っているも
のであります。

◇次回例会（1ノj31II)
，;&波 “ロサンゼルス・オリンビ ソク”
公山菅原宣彦，[|・
◇次々回例会（2ﾉj71 1)
；＃波 “グアノ､!;628ｲ|:のサバイバル'|~:滴”
'li活,沖!諭家 横井庄一氏

（細介加縢（ﾉ<)ハ）

り、例えばマクドナルドハンバーガーがスイ

ミングプールを400万ドルで作るとか．セフ

ンイレブンが自転｣|競技場を作るとか1-1つた
具合です。ピーターユベロス実行委圃金釘i
長に私も東京で会いましたが，薪くて切れ
者,その手腕の程は高く評|,lliされており.すで
にあり余る資金が集っているとのことです。
東京オリンピックの1-1本逃手付|の金メダル

総数16個， メキシコでは11個、 ミュン.、ン13
個，モントリオール9個と東京オリンピック
をピークにその数も下回り，あらためてllt界
の壁の厚さを物語っております。
またノテIIJは特にI I 1 1.11が初参加致しますの

で, 1 1本のお家芸体操競技などあらゆる繩
目で脅かされそうです。柔道のIIIド始めマラ
ソンの瀬古，女j'バレーなど金メダル峡＃|iは
いるものの、果して2ケタの1011州以上余メタﾞ

ルを取れるかどうか． 23万人のロスI I糸人が

熱い声援を送っています。
1932年(1I{{和7ｲいのロスｿ,輪では． 、ilIIIf

としては200人の火選手IJ1を送り金メダル
7．銀7．銅4を猫得し, 1I本強し, I 1本がス

ポーツ大風であることを立証し， 、'illキの征剖
邦人を歓卉させたのであります~どうか8年
振りのオリンピックに皆さんの御ﾉ!榧を御願
い致しまして私の会長代蝿挨拶と致します

◇講演
‘.東京ディズニーランドの御紹介”

会員松藤国弘満
ンドの御紹介”

幻里

先般､'iクラブに人公
をさせてⅨいた折に、

私の推噛稀であります
'ffili(7iのご糾介U)お! ;

紫の!|'で、郷j《ディズ
ニーランドの没‘;|･をし
た公社に勤務している
とのご糾介をjriいたと

;d億しておりますが．

ンド(|||＃してTD.L)

~坐

イ

、

その東京ディズニーランド(|||＃してTD.L)
の活を少しさせてⅨきます、
ご/Ⅸ知のようにT.D.Lは昨年ｲﾄに/|!吃々し

くオープンをしました。その規模は、本家で
ありますL.A郊外のアナハイムにあl) ~対。
ディズニーランドの約2傭， フロリダのオー
ランドにありますディズニーワールドのﾙ&桃
の1.5傍の広さをもっているものであり，磯楽
|刺球場の約30倍の広さをもつものであります
T.D.Lプロジェクトは， ウオルトディズ
ニープロダクションズと株式公ﾄ|:オリエンタ
ルランドの業務，技術捉挑によりli:猫が進y)
られたのであ!）ます。企ll11i, !没計，雌1没，製
作．迎桝に側する必要なノウハウがディズニ
-{11llより提供さ;IL,ディズニー側と我ﾄIの技

iIIW|;'liによる合|副のう・口ジェクトチーノ､によっ
て没!;| ~をｲj･ったのであります‘ アメリカの2
つのディズニーの良いところばかりを収り入
れ, IIIW'fの人女(施投のみを唯M)て改良l lll'肥伽
して， さらにT.D.LMI ILIの新しい施‘没もｳ
ｵｰﾙﾄﾃｨｽﾆｰﾌﾟﾛﾀｸｼｮﾝｽによっ
てオリジナル企lllliをされて第3のディズニー
ランド作りが＃j･われたのであります。 II{{fl l52

へ
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