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≪本 日のお祝 い≫

お誕生 日

12月 6日 勝 山國太郎 君  12月
12月

12月

【理事】

(会長 )

(直前会長 )

(会長エレク ト)

(幹事)

(会長ノミニー)

(会計)

(会場監督 )

(奉仕 P」 委員長 )

(会員増強委員長 )

(ク ラブ広報委員長 )

(ク ラブ管理運営委員長 )

(ロ ータリー財団 。米山委員会)

伊藤洋一郎 会員

高柳正雄 会員

杉山明喜雄 会員

相原雄二 会員

(期 中より加わる)

足羽祓治 会員

串山正幸 会員

杉本幸子 会員

杉田至弘 会員

望月康弘 会員

曽根正弘 会員

由利浩志 会員

次年度の役員代表 として、伊藤会長エ レク トより

基本的にはクラブライフを楽 しみたいと思つてお りま

すので、新会員も増えていますので、正式ではなくて

も飲み会をたくさん増や していきたいと思つています

と挨拶がありました。

第126瑞覇

≪司 会≫  高田雅司 君

≪合 唱≫ 「君が代」
「奉仕の理想」

≪ BGM》   「理想にもえて」

≪ゲスト≫  なし

≪ビジター》 望月由美 君 (静岡日本平RC)

結婚記念 日

6日 稲森照男 君
6日 佐橋 徹 君
11日 伊藤洋一郎 君

本 日は、クラブ

定款第 6条第 2節

並びに細則第 3条

第 1節 に よ り

2013～ 2014年度

のクラブ年次総会

を開催いたします。

議 案 は 2014～
2015年度理事役員承認の件です。

時間の制約もありますので、本 国は通常のご挨拶は

割愛 し、早速年次総会に入 らせていただきます。高田

幹事に司会をお願いします。

≪年次総会≫

高田幹事より、クラブ定款細則第 5条第 2節第 3節
により本総会の定足数は会員総数の 3分の 1と なつて

お り、会員 45名 の出席により本総会は成立することを

報告 されま した。続いて、細則第 4条第 1節 により

本クラブの総会の議長はクラブ会長が務めることにな

つてお り、高柳会長が議長 として議事進行されました。

平成 25年 12月 5日  天候 晴

20142015年度体制の理事・役員の承認の議案につ

きまして、既に 10月 31日 例会において伊藤会長エレ

ク トより次年度の理事。役員候補者を発表させてお り、

本 日、内規第 2条の口頭採決で、会員の賛成多数によ

り以下のとお り承認 されました。

≪会長挨拶要旨≫

リーを舅



≪会員卓話》

「盆栽を楽 しもうJ

柴田敬之助 君

私は現役を退いて

5年になり会社のこ

とはほとんど話すこ

とはないので、自分

の趣味の中でひとつ

紹介 したいと思いま

す。今回、盆栽を通

して、心の豊かさを

求めて、ス トレスを溜めないとい うことで、「盆栽を楽

しもう」の話をしようと思います。
ス トレスを溜めない、豊かな人生を送ろうとすると

心を豊かにしないといけない。盆栽をやつている人は

私が知る限りかなり長生きしています。なぜかとい う

と、毎朝の水や りで、水をや りながら、一つ一つ色々

観察し想像することが長生きの秘訣かなあと思います。

① 盆栽 との出会い

盆栽は手近なところにたくさんあり、多岐に渡つて

います。年数が経ってなく未熟なものは何かでカバー

する必要があるので、その場合鉢を主体として鑑賞 し

ようとする楽しみもある。(静岡のホステスと東京のホ

ステスは何が違 うか ?一番の違いは東京のホステスは

高級なものを着ていて、いい女性に見える)いい鉢に

入れれば、挿木でも見れるようになる。どんなもので

もいいので、ちょっと手がけてみようかなと思えばそ

れなりに楽 しむことができます。

② 盆栽は難 しいもの ?

国風展に出すような盆栽は本当に難 しいですが、先

ほどのような盆栽は考え方によってはあまり難 しくな
い。ただ必要条件は毎 日の水や りと時々肥料をやるこ

とであり、一 日でも水を欠かすと盆栽は枯れてしま う。

毎 日の管理が大変ですが、その管理が健康の素になる

と思います。

③ 盆栽を育てるうえで大事なこと

置き場所で、直射 日光にあまり当てないところ、し

かし陽が当たらないと育ちません。あと、ちょっと消

毒が必要なところが大事なことと思います。

④ 盆栽に向く植物の条件

大きく葉の出る植物は向いていない。ガヽさな葉のも
ので、小さな花が咲くものが盆栽に向いているとい う

条件 となります。

⑤ 盆栽鉢

鉢もいろいろありますが、高くても 2万から3万で

十分だと思います。鉢はいろんな木の条件によつて選

ぶようになってきます。鉢や小物で盆栽を演出するの

が楽しみで、盆栽の一番の醍醐味です。また置物ひと

つで風景も変わってきます。鉢は着物ですので、見栄

えを良くするためにも鉢は大切です。

盆栽を始めてだんだん高度になつてくると、自分の

盆栽を展示 したいとい う気持ちになる。最終的には国

風展があり、国風展に出すためには業者 と打ち合わせ

をして、東京に持つて行つて東京の審査に合格 しない

と出せません。国風展に出展するのが一番の想いにな

る。 しかし、ほとんどの人は国風展に展示するような

本は手に入 りません。地方の展示会なら審査も無くお

金 さえ払えば自由に出展でき、いろんな方に見てもら

うことで楽 しめます。

これから盆栽を始めるなら、いい素材のものを買つて

来て育てないとその本はよくなりません。盆栽は 1年

育てると一万程かか り、平均 1万円を取れる木になる

のはかなりいい素材を使わないと難 しい。 しつか りい

い素材のものを見つけていただいて、多少お金を出し

て、ちゃんとした盆栽屋の店主の薦めるものを買つて

くるのがいいと思います。

(お持ちいただいたご自身の盆栽 )

≪スマイル報告》

川 口尚宜 君   早いもので今年 もあと lヶ 月 とな

りました。スマイル委員も半年終わり

ます。委員の冨井会員、浜田会員に感

謝してスマイル致 します。後半もよろ

しくお願い致します。

伊藤洋一郎 君  結婚記念 日のお祝いあ りがとうご

ざいます。30年 になるそ うですが

意外な感 じです。

長島秀親 君   先週、誕生 日のお祝いをいただきま

した。ありがとうございました。感謝

の気持ちを込めてスマイル します。

勝山國太郎 君  誕生 日のお祝いを頂きあ りがとう

ございました。昨年もそ うでしたが、

私の誕生 日は例会当日と時々重なる

ことが多いことに不思議に思つてい

ます。
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≪出席報告》
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

12/5 57(54)

11/28 57(54)

11/21 57(55) 6 89 09%


