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≪司 会≫  高田雅司 君

≪合 唱≫  「我等の生業」

≪ BGM》

≪ゲス ト》

ハ ッピーマンデー法で

よく分からなくなりまし

たが、昔風に言えば昨日

は成人の日です。成人の

日に因んだ話をしようと

思いましたが、高田幹事

から今 日の私の持ち時間

は 30秒 と言われていま

す。残念ですが、この話は後日に譲 ります。

今日は、年男 。年女スピーチを二人の方から、そし

て委員長・リーダーの上半期業績および下半期計画の

発表をいただきます。よろしくお願いします。

≪年男 口年女スピーチ≫

戸塚敦雄 君

皆さん 1週間遅れで

すが、おめでとうござ

います。今年もよろし

くお願いいたします。

今年は年男 とい う

ことでスピーチを簡単

にさせていただきます。

60歳 にあと3日 でなりますが、ロータリークラブは

今年で 16年 目となります。平成 10年 に会員であつた

私の父に代わり入会 したとい うのがご縁でロータリー

生活が始まりました。順番 とい うことで前期に会長の

役を引き受け、杉田幹事や新聞副幹事、最後は現高柳

会長に助けていただき、何 とか仕事を終えました。

60年を振 り返 ります と、12歳 まで静岡と岡山にお

り、そのあと東京に行き、大学卒業後、サン トリーさ

んにお世話になり、慶応 ビジネススクールに行き、そ

れから東京の会社をや り、36歳で静岡に帰ってきまし

た。この時代が今考えると、お酒が定価で売れ、景気

もバブルの時代で非常に幸せな時代でした。私は 36

歳の時に社長になり、問屋業をや りましたが、その頃

か らお酒の規制が変わ り、コンビニエンスス トア等

色々な所でお酒を販売するようになり、現在に至って

お ります。私の次男が酒造 りを今年から始め、これか

らの 12年は、最後の仕上げとしてお酒に関わる事業を

やつていきたいと思つてお ります。

昨年は富士山と和食が世界文化遺産 となり、和食 と

一緒に日本酒がマスコミでも注 目されてお ります。昨

年の秋から静岡県でもお酒を造つていますので、是非

皆様にもお酒を召し上がれるように機会を設けたいと

思つてお りますので、よろしくお願いいたします。

川口尚宣 君

私は 1966年丙午生ま

れです。井原西鶴が 「好

色 5人女」に人百屋お七

を取 り上げたのを契機に

丙午生まれの女性は気性

が激 しいとい う迷信力`あ

ります。私の生まれた

1966年 は出生数 136万人

出生率 1.58と 低 く、以降少子高齢化が進展 しました。

ただ、皇室の紀子様が丙午のお生まれであり、最近は

迷信であることが浸透 しているようです。紀子様の話

が出たので、皇室について私の思 う所の話をします。

私は天皇陛下のご存在 とい うのは世界の宝だ と考

「明日に向かつて撃て」

なし

≪ビジター≫ なし

《本日のお祝い≫

お誕生 日

1月 19日 戸塚敦雄 君
1月 21日 松下陸朗 君

結婚記念 日

該当者なし

平成 26年 1月 16日 天候 晴

≪会長挨拶要旨≫



えています。なぜなら2600年に渡 り125代続 く王朝は

世界に類がなく、天皇陛下が私を脱 した、他を利する

究極の存在だからだと考えています。これは第 16代
仁徳天皇の民のかまどとい う逸話で残つています。ま

た、東 日本大震災の被災地に入 られて被災者の方 と話

をされる時は、必ず膝を屈 して同じ目線で話をされて

います。 この利他の心が 日本人の根本精神であつて

自分の事よりまず人の事を思いやる心こそ、世界が驚

愕 したことであったわけです。

現在、 日本の利他をベースにしたオリジナルな民主

主義をもつて、アジアと世界を感化 していく時代が開

けようとしています。この利他の心は我々の奉仕の精

神 とも言え、何 と、 日本の精神はロータリーそのもの

であることに気づきましたところで私の話を終わ りま

す。 どうもありがとうございました。

≪委員長・ リーダー上半期業績/下半期計画発表》

社会奉仕リーダー

8月 24日 の富士山清掃活動に会長、幹事をはじめ多

くの方にご参加いただき、ありがとうございました。

今後は 3月 29日 に浅畑川清掃活動 4月 17日 に南部特

別支援学校での子供たちとの花植えがございます。是

非多くの方にご参加いただきたいと思います。

国際奉仕 リーダー 望月康弘 君

昨年度はタイの小学校に浄水器を寄贈するプロジェ

ク トに参加 し、今年度はスリランカのニカウェラティ

ヤ学区とアヌダーラプラ地区の計 11の学校に衛生的

な水道設備を作 り飲み水を供給するロジェク トが計画

されてお り、是非参加 したいと思います。 2月 6日 の

国際奉仕フォーラムでは、地区ロータリー財団の曽根

員人さんをお招きし、実際に現地を訪問した状況を説

明して頂こうと思っています。2009年 に当クラブから

国際親善奨学生として送 り出した村中由美子さんの近

況ですが、現在、ソルボンヌ大学でフランス文学を研

究中で博士論文の作成を目指 して頑張つています。昨

年 12月 19日 に手紙を頂き 「留学生活が 5年 目入 り

2015年秋に博士論文を提出します。よい報告ができる

ように頑張 ります。静岡東RCの皆様によろしくお伝

えください」とありましたのでご報告いたします。

新世代リーダー 佐橋 徹 君

8月 22日 に新世代クラブフォーラムで、城内カウン

セリング研究会代表蔭山昌弘氏のご講演をいただきま

した。また、静岡東高校の社会専門講座への講師派遣

は、先方の都合により本年度は中止となってお ります。

会員増強委員長 宮川 砧 君

期首の会員は 56名 、退会は中山さん、森下さんで

入会は 8月 に新開さん、10月 に細川 さんです。また

静岡鉄道専務の加藤 さんが入会予定で、現時点の 56

名から来週 57名 の 1名 増 となりました。60名 の目標

に向けて皆様も是非ご協力いただければと思います。

会員選考 リーダー         古橋剛俊 君

7月 に NTT西 日本の新開会員、 9月 に静岡博報堂の

細川会員、12月 に静岡鉄道の加藤会員の 3名 の選考を

行いました。

クラブ広報委員長・ リーダー 由利浩志 君

3月 ・ 4月 の社会奉仕活動に向けてしつかりと広報

活動を務めてまい りたいと思つてお ります。
「次期ガバナー補佐からの報告とお願い」

現在 3月 16日 (日 )PETS、 会長エレク ト研修セ

ミナー 4月 6日 (日 )地区研修協議会に向けて準備を進

めてお ります。まずご報告ですが、地区役員でレディ

ース委員会の委員 として川崎依子さんを推薦 しました。

また、ガバナー補佐事務局長 として山下勝央さん、2015

年 2月 7日 (土 )に開催を決定しましたインターシティ

ー ミーティングの実行委員長 として中嶋達郎さんにお

願いを致 しました。クラブ全体で実行するイベン トで

すので、是非ご協力をお願いいたします。

曽根正弘 君 ロータリー情報 リーダー 戸塚敦雄 君

新人会員へのロータリー情報のお知 らせについては

8月 に新開会員、10月 に細川会員へ行いました。来週

は加藤会員が予定されています。

スマイルリーダー 川口尚宣 君

半年の予算 65万 円(年間 :130万 円)に対し、実績は

509,540円 (差額-140,460円 :月 額-23,410円 )です。

下半期では例会 1回 当たり 38,000円 の予算となりま

す。理由はなくてもいいですから、利他の気持ちでス

マイルを是非よろしくお願いします。

≪スマイル報告》

望月康弘 君   誕生日のお祝い有難 うございまし

た。4日 違いで年男は来年です。

宮川 諸 君   何事もなく新しい年を迎えました。

数え切れない ?ほ どの年月です。今年

も健康でほどほどに生きていきたい

と思います。

戸塚敦雄 君 今年の初例会ですが、年男スピーチ

とロータリー情報の上半期報告 と誕

生 日お祝いと盛 り沢山な 90分になり

ました。今年も宜しくお願いします。

1月 10日 (金 )に グランシップにて

静岡ガスプレゼンツ静響ニューイヤ

ーコンサー トに行つてきました。世界

的オペラ歌手中丸 さん と世界的指揮

者篠崎 さんと共に静岡交響楽団の素

晴 らしいョンサー トで した。曽根会

員、上田会員、田村会員に感謝 し、ス

マイル します。

り|1口 尚宜 君

≪出席報告≫
会員数 出 席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率
56(55) 9

56(55)

12/26 57(56) 7 87.5%


