
２０１０年５月第１週号 

第２２６５回 
平成２２年５月７日(金) 点鐘１２：３０〈曇り〉     

＊国歌斉唱      『君が代』 

＊ロータリーソング  『奉仕の理想』 

＊四つのテスト  ～言行はこれに照らしてから～ 

１．真実か どうか      ２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めるか  

４．みんなのためになるか どうか 

＊お客様紹介 

 ・Ｒ財団国際親善奨学生応募者 吉田 千絵さん 

≪会長挨拶及び報告≫       寺澤 一良会長 

皆さん大型ゴールデンウィークは、大変良い天候に恵

まれて、ご家族やご友人等と心行くまでエンジョイされた

事と存じます。 

本日は、来る９日に、Ｒ財団奨学生の選考試験に挑ま

れる吉田千絵さんが、当クラブの例会に参加されており

ます。カウンセラーの鈴木美津江会員は、都合によりお

休みですので、会員の皆さん全員で激励していただきた

いと思います。 

次に、今日は理事･役員会の報告を簡単に致します。 

私の年度も、残すところ2ヶ月弱となりましたが、最後の大

きなイベントが、例会変更による、職業奉仕委員会（職業

奉仕委員会）と親睦委員会（クラブ管理委員会）の合同

企画による職場訪問及び親睦旅行が残っております。こ

の件については、後ほど親睦委員長にご報告をお願い

致します。 

次に新入会員の件ですが、綜合警備保障㈱の栢木

元会員の後任の上田欽一（ヨシイチ）さんが理事会で入会

を承認されました。 

また、４月末までの会計報告は丸島新七会計がお休

みでしたので、植松会計所長の適切な現状報告を以っ

て、理事会で承認されました。 

最後に次期榊原年度の各委員会の活動報告の提出

の件で、ガバナーエレクトがＲＩの方針と違う動きをしてい

るのですが、クラブとしては、その方針に従わなければな

りません。 

次年度の当クラブの方針は榊原会長エレクトの責任で

方針を決めて頂き、新年度の各クラブ委員長に指示をし

ていただくことになりますが、各委員長になられる会員の

方は宜しくお願い致します。 

以上、報告を終わります。有難うございました。 

 

≪委員会報告≫ 

親睦委員会より (植松 省自委員長) 

『職場訪問及び親睦旅行開催のご案内』 

 ・日時⇒    平成２２年６月１３日(日)・１４日(月) 

          蘇我駅 7：00  千葉駅前 7：15 

 ・行先⇒    甲信地方・駒ケ根 

 ・職場訪問⇒ タケヤ味噌会館、養命酒駒ケ根工場 

 ・宿泊場所⇒ 駒ケ根ビューホテル四季 

・参加費用⇒ １８，０００円 

６月１８日(金)の例会を変更して「移動例会」となります。 

大勢の皆様のご参加を宜しくお願い致します。 

 

国際奉仕委員会より (斎藤 昌雄委員長) 

 東仁川ＲＣの李東秀さんが、日韓親善会議の打合せ

のため、５月２０日に東京にお出でになられるそうです。 

その際、２１日(金)の当クラブ例会にご出席いただけるそ

うですので宜しくお願い致します。 

 

≪会員誕生日祝・結婚記念日祝≫ 

 

 

＜誕生日＞ 

１８日 野城 友三会員   ２８日 寺澤 一良会員 

２８日 橋口   徹会員   ３１日 塩谷 邦昭会員 

 

＜結婚記念日＞ 

 ４日 竹尾   白会員   １１日 杉本 峰康会 

１５日 末吉 淳子会員   １８日 金田 榮弘会員 

２７日 五十嵐博章会員     

 

≪ニコニコボックス報告≫ 

☆寺澤 一良会員 

吉田千絵さん、いよいよ明後日は「ロータリー財団国

際親善奨学生」の試験ですね。頑張って下さい！ 

  ２００９-２０１０年度ＲＩテーマ 

  国際ロータリー第２ ７ ９ ０ 地区 
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  創 立 １９６４年３月２日  例会日 毎金曜日１２時３０分  例会場  オークラ千葉ホテル 
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☆国友 忠一会員 

１，３００トンの船でオランダ、ベルギーをクルーズしま

したが、火山噴火で空港がクローズされ、４日間日本に

帰れず苦労しましたが、無事帰国出来ましたので。 

☆斎藤 昌雄会員 

宮崎県で発生している「口蹄疫」の件で、少しお時間を

頂きたいと思います。 

 

≪出席報告 (会員数４０名)≫ 

 

出席者数３１ 欠席者数９ ﾋﾞｼﾞﾀｰ  １ 修正出席率８２．０５％ 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい 

 

 

＊＊本日の卓話＊＊ 

 

演  題…『ホテルマンのナイショ話』 

卓話者…瀨谷 研一会員 

 

実は、私、大学を卒業して新卒

でホテルオークラに入社し、この 4

月で丸々30 年になりました。俗に

いう、「ひと世代」分をホテル一筋、

オークラ一筋で仕事をしてきたわけ

です。その節目にこのような卓話の

機会をいただき、まずは皆さまに感

謝申し上げたいと思います。 

 

今「ひと世代分」と申し上げましたが、本当にホテルで

はヒトが日常営む社会的活動や生理的活動が、それも

人間の誕生から逝去までを包括した全ての営みが集約

されているといっても過言ではありません。その中で、ホ

テルはさらにお客様へ能動的に「非日常」を提供するの

ですから、ともすると人生ひと巡りの 1.5 倍くらいの縮図、

人間模様を垣間見ることが出来るような気がします。 

 

今日は、ホテルマン人生30年の中で私自身が実際に

経験したことを幾つかご披露し、私の生業を少しでも皆さ

まにご理解いただければと思います。尚、実名の公表が

憚られると思われるトピックスの登場人物や地名などはゴ

シップ週刊誌のようにイニシャルで申し上げることにいた

しますので、予めご了承下さい。 

 

さて、先ほど「人間の誕生から逝去まで」と申しました

が、ホテルでは実際に両方の場面に出くわします。幸い、

私は産気づいたお客様に当たったことはないのですが、

私の先輩はその場面に遭遇し救急車を呼んで対応した

ことがあるそうです。私は、もう一方の非常時を 3 回も経

験しました。でも、ご安心下さい。このホテルでは開業以

来 9 年間、お客様が館内でお亡くなりになったことはあり

ません。 

 

その 3 回とは、日本人のお客様 2 回、イタリア人のお

客様１回です。死因は心筋梗塞の突然死が日本人、イ

タリア人のお客様で 1名ずつ、あとの１回は・・・日本人の

お客様のバスルームでの自殺です。いつでもどのような

原因でも客室でお客様が亡くなるとその処理が厄介で

す。まず、病院でもなく、しかもお医者様の立会いなしに

亡くなるわけですから、全てが「変死」扱いとなり警察が

介入します。そして、事件性の有無を確認した後（勿論、

事件性なしの結果となります）、遺体を搬出するのです

が、ホテル側では警察官や救急隊の方々の出入りが、

他のお客様の目につかないよう必死にガードします。 

 

その中で、とりわけイタリア人と自殺のお客様のときは

閉口しました。このイタリア人のお客様は、地元でのオペ

ラ公演に出演中の声楽家でしたが、同行の歌劇団員さ

んの話では、「彼は敬虔なカトリック教徒なのでカトリック

の教会からイタリア人の神父様を呼んでミサを行わない

と遺体は動かせない。」と頑なに主張して譲らないので

す。はてさて、市内にカトリック系教会はあるだろうけどイ

タリア人神父は・・・と探しましたが、結果は×。そこで隣

の市、またその隣と探しまくり、遂に探し当てたのが約 90

ｋｍ離れたＳ市のとある教会。神父様に事情を説明して

文字通り拝み倒して（といっても電話口で、ですが・・・）、

ホテルへ来ていただけることになりました。そのお客様の

死亡が確認されたのが朝 8 時半頃、遺体を客室から搬

出したのが午後3時半頃でした。それまでは関係者以外

に知られないようにと、冷汗一升でした。自殺のケースは

お食事の直後ですので、詳しいお話は次回にということ

にします。 

 

そのような事故のあった客室でも、それ以後は販売し

ないというわけにもいきません。さて、どうするか？答えは、

「お祓い」です。遺体搬送後、速やかに（といっても、た

いてい翌朝ですが）当該の客室に神社から神主さんを

お呼びして室内をお清めします。立ち会うのは総支配人

はじめ、事故の処理に関わったスタッフ全員です。お祓

いをお願いするのは、実はホテルの神前結婚式の際に

禰宜さんを派遣していただくのと同じ神社です。 

 

さて、はじめからかなり生臭い話題をご披露してしまい

ましたので、次は皆さんがもっとも興味をお持ちであろう、

芸能界やスポーツ界、政界のお話をしましょう。ご存知の

とおり、ホテルにはとりわけオークラグループホテルには

有名人が多数お見えになります。私が今までお会いした

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 9,000 円 累計 687,314 円 

金の箱  458 円 累計 29,533 円 

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 ― ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 5/18・25 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 5/19 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 5/26 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 5/20 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



芸能人の方で、テレビと普段の実物（失礼！）の良い意

味でのギャップがあったベスト 1 と、そうでない「まわれ右」

ベスト 1 を申し上げます。まず、ベスト 1 は歌手の三沢あ

けみさんです。この方はテレビを通じても瓜実顔の典型

的な日本美人ですが、実際はさらにもっと超・超綺麗で

した。三沢さんの次には、逸見マリさん（西郷輝彦さんの

元奥様）、名取裕子さんが続くでしょうか。一方、「まわれ

右」の方は 30 年ほど前に網タイツ姿のヒット曲で一世を

風靡したＭＫさんです。お忍びのご来館なので「変装」を

なさっていたのでしょうが、牛乳瓶の底のような分厚いレ

ンズの黒縁眼鏡をかけ、さほど目立つようなおしゃれもな

さらず、すれ違ってもご本人とは到底判らないほどの変

身ぶりでした。因みに、当時のお相手は都内のお医者

様で、お二人はオークラでの逢瀬を楽しんでいらっしゃ

ったようです。話はそれますが「忍び逢い」といえば、ず

いぶん昔に噂のあった超大物カップル、二枚目俳優の

TJ さんと女優の YY さんも良くお見かけしました。噂はホ

ントだったんですね。YY さんは思ったよりかなり小柄でし

たが、流石にとてもお綺麗な方でした。話を戻しますと、

今はテレビでも映画でもトンとご無沙汰の女優、NR さん

はとても利発そうで、当時の私はファンだったのですが、

実際の見た目はお肌がザラザラに荒れていて「百年の

恋もナントカ」で、とてもがっかりしました。 

 

今まで私がお会いした中で、もっともオーラを感じたの

は読売巨人軍永世名誉監督の長嶋茂雄さんです。入社

1 年目のベルボーイのときにエレベーターでバッタリ、僅

か数秒間ですが 5階から 1階までツーショットでご一緒し

ました。殆ど金縛り状態で交わした会話が、「（長嶋さん）

商店街は１階だったよね。」、「（私）は、はっ、はい

っ！！」、（2～3 秒沈黙の後）「（私）お、お待たせいたし

ましたっ。1 階でごじゃります。」、「（長嶋さん）ん～、サン

キュ～、ど～も～。」でした。怪しげな英語使いで知られ

る長嶋さんが、「アーケード」ではなく「商店街」ときたのも

ちょっと笑えます。 

 

もう一人、プロスポーツの方のトピックスをお話ししまし

ょう。今は亡き、馬場正平さん、ジャイアント馬場さんです。

私が入社 2 年目にコーヒーショップでウェイターをしてい

た頃、馬場さんは 2 ヶ月に 1 度くらいのペースでお昼に

ご来店されていました。いつも入り口に一番近い隅の席

にお座りでした。オーダーは決まってクリームコーンスー

プとビーフカレー、そして食後にコーヒー。あんなに大き

な、しかもプロレスラーの方なのでどんなに大食漢かと思

いきや、ライス大盛りにもせずこの程度の量でご満足だ

ったようです。スープを召し上がるときにお使いになるテ

ーブルスプーン（洋食の食事用ではこれが一番大きい。）

が殆ど手の中に埋もれていたのが印象的でした。馬場さ

んは、ご来店なさると決まって約 2 時間お過ごしになり、

お食事のとき以外は必ず読書をなさっていました。それ

も「ゴング」などといった雑誌ではなく、分厚い難しそうな

本ばかりでした。馬場さんの読書好きは当時から結構知

られていましたが、その証左となるコーヒーショップでの

ひとときでした。いつも小柄で物静かな女性をお連れに

なっていましたが、実はこの方が後年馬場さんとご結婚

なさった女性です。馬場さんがいつも必ず隅の席にお座

りになったのは、ご自身が有名人だから、体が大きく目

立つからと気を遣う、奥様に対する思いやり、優しさであ

ったことに気付いたのは、ずいぶん後に馬場さんご結婚

の新聞記事を見たときでした。 

 

さて、次に政治家の方のお話です。一度だけ、首相に

なる前の小泉純一郎さんをお迎えして和食堂までご案

内したことがあります。あの方は、私が今までお会いした

有名人の中で一番せっかちな方でしょう。お車からお降

りになってご挨拶を申し上げる間もなく、すでに 5～6m

先をトットと進まれており、あわてて走って抜き返しました。

余談ですが、和室へのご案内でしたので小泉さんの足

のサイズが確認出来ました。24.5cm でマドラス社製の靴

をお履きでした。さらに余談ですが、そのときは日本最

古の学生新聞といわれる慶應義塾の「三田新聞」の対談

のために慶應 OB の小泉さんと同じく OG の元公明党代

表代行、浜四津敏子さんがいらっしゃったのですが、そ

の浜四津さんの綺麗なこと。最近では八戸市議会議員

の藤川ゆりさんが美人議員として話題となっていますが、

私は当時の浜四津さんのほうが数段お綺麗だと思いま

す。思わず、ご本人に「ポスターより何倍もお綺麗です

ね。」と無礼にも申し上げました。 

 

いろいろとオークラご来館のお客様にまつわるトピック

スをご紹介してまいりました。このほかにも面白い、ある

いは「え～っ！」と驚くお話が山ほどありますが、本日は

この辺で終わらせていただこうと思います。「この続きは

また明晩」ならぬ、いつかまたの機会に「アラビアンナイト

続編（？）」をさせていただきたいと思います。いやぁ、ホ

テルって本当に楽しいものですね。 

ご清聴有難うございました。       

（文 瀨谷 研一)                 
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第２２６６回例会 

日  時⇒ 平成２２年５月１４日(金)点鐘１２：３０ 

演  題⇒ 『雑学のすすめ－印旛沼の経験より』 

卓話者⇒ ＮＰＯ水環境研究所 

理事・農学博士 白鳥 孝治様 

第２２６７回例会 

日  時⇒ 平成２２年５月２１日(金) 

演  題⇒ 『水と食料を含む環境問題』 

卓話者⇒ さくら生態研究所 

押尾 敏夫様 

 


