
擁::,警 :

:‡‡警
i鷲壕‡鷲

撃‡‡筆饉

書艤憑
撃撃雄議1囃華警驚

督
RI会長

ロンID‐ バートン

肇12需ひ:

≪司 会≫  高田雅司 君

《合 唱≫  「それで こそロータ リー」

《BGM≫   「手に手つないで」

《ゲスト≫  なし

≪ビジター≫ 竹田 昭男 君 (静岡日本平RC)

《本日のお祝い≫

お誕生 日

3月 21日 鈴木寿人 君

結婚記念 日

3月 26日 望月康弘

3月 26日 田村孝子

3月 26日 久野義彦

二月も中旬を過ぎ

ました。春を告げた

丸子の梅園も閉園し

季節は梅から桜へと

移つていきます。

私が静岡に来てま

ず驚いたのは、丸子

梅園の梅の開花時期
の早さでした。丸子梅園は 340種の梅 800本が咲き誇

る全国でも珍 しい梅園ですが、個人により管理運営さ

れていることでも特異です。その負担が大変だったの

か 2011年 に閉園しましたが、所有者のご好意で昨年再

び無料で開放 されました。問けば園の所有者は尾形光

琳の 「紅白梅図」に魅せ られ各地に散逸していた名花

を蒐集 したそ うで、ロマンのようなものを感 じさせま

す。

その梅も終わりこれからは桜の開花宣言の時期にな

ります。開花宣言には標本木が使われます。桜の花芽

は冬の低温に一定期間さらされると休眠から覚め、温

度の上昇 とともに開花 します。開花宣言は標本木の花

が 5～ 6輪開いた状態で行われます。
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平成 26年 3月 20日 天候 雨

標本木は気象台から近いところで周辺の環境が変わ

りにくい場所にある木が選ばれます。東京では靖國神

社 、大阪では大阪城西の丸庭園、名古屋では名古屋地

方気象台構内、そして静岡では静岡地方気象台構内に

ある桜が使われます。知 り合いからの便 りでは、靖國

神社にある標本本は老朽化が激 しく、周 りに元気な木

があるのに標本木だけが数本の支え木で支えられてい

るとのことです。それでも標本木を変更する計画はな

いようです。

標本木に興味を持つて、梅や紅葉にも標本木がある

のか調べてみました。結論を言 うとよく分からないの

ですが、大阪城には 「梅の標本本」力`あつて、しかし

梅は種類が多いため 「白加賀」とい う種類の本を標本

木 としているそ うです。また東京には「黄葉の標本木」

があり、関東大震災を奇跡的に生き残つた 「震災イチ

ョウ」と呼ばれる銀杏がそれです。珍 しいものとして

は、栗林公園に 「楓の標本木」があります。

ここまで調べてきて思わぬ事象に行き当た りました。

それは生物季節観測 とい う視′点からみた標本木の存在

です。生物季節観測 とは、動植物に及ぼす気候の影響

や季節の遅れなどを知るためにする観測で、 日本では

植物 12種 目、動物 11種 目が指定され、梅や桜の開花

イチョウ 。カエデの紅葉から鶯・アブラゼ ミの初鳴き

に至るまで、1953(昭和 28)年 から全国規模での観測が

開始されました。 しかし行政機関の定員削減や気象庁

の測候所無人化により 2010年度までに観浪1地点が皆

無となり、地球の温暖化など環境変化を調べる重要な

指標が途切れてしま う危機に瀕 しているのだそ うです。

桜の開花予想が気象庁から民間の気象会社に全面移

管されたのは笑つて聞き流せますが、人類のための重

要なデータの継続調査ができなくなることについては

官民協力 して是非とも解決策を講 じて欲 しいものです。

君

君

君

《会長挨拶要旨》



≪会員卓話≫

冨井一矢 君

私が静岡東 RCに入

会し早 4年が経ち今更

ですが最年少 37歳の

冨井一矢についてお話

します。父は旅行会社

勤務 母は専業主婦で、

5歳上の姉がいる普通

の家庭で育ちました。

幼少の頃から母方の実家で生活をしてお り、漠然 と祖

父母の商売にあこがれを持つていました。祖母が 「い

ちふく」とい う居酒屋、祖父が 「銀ず し」とい う寿司

屋を営み、その後 2店 を合併させ 「一銀」とい う寿し

居酒屋を営みました。母は専業主婦で飲食業は全 く経

験がなく、私が高校を卒業する頃、祖父母の代わりに

店を経営するようになりましたが、相続の関係で実家

と「一銀」を失いました。その後、父の定年を機に冨

井ビルを建て、1998年 5月 11日 に「とみ井」と「ア

クアヴィーテ」を開業致 しました。当時大学 2年生だ

つた私が悩みながらも料理の道を志 し、現在の自分が

ある恩師をこれからご紹介させて頂きます。

まず、大学時代からのアルバイ ト先の湯島のおでん

処 「こなから」です。大学卒業後、約 1年間お世話に

なりました。 とてもやさしい親方で父の様な存在でし

た。その後、遠藤十士夫先生との出会いがあり「私の

紹介する所で修業をし、親孝行 しなさい !」 の一言で

修行に出る決心をし、岐阜の 「たか田人祥」で総支給

6万円とい う丁稚奉公の世界を 2年間経験しました。

早出・遅帰 りでのかつらむき、亥1み物の練習等 自分磨

きの日々は、平均睡眠時間 3～ 4時間、時給換算で 150

円でした。二年 目で割烹の支店配属 とな りま したが

兄弟子の夜逃げ、激務により左手親指のヒョウソウの

治療にも通えない状況等も重なり退職 しました。

その後、京都の「割烹やました」の親方から、「京都

に来てみるか ?」 と温かいお言葉を頂き、数週間後に京

都へ行きました。「割烹やました」は今や 日本を代表す

るカウンター割烹の名店です。お客様 との距離感、ラ

イブ感、気遣い、もちろん技術も超一流で、自分が目

指すものは、これだ !と 思つたお店です。京都の四季
の体験から季節感を大事にすること等、色々な刺激を

受け順調に修行 していた矢先に椎間板ヘルニアを患い

治療とリハビリで静岡へ帰 りました。

その後は 「西堀」へ就職 し、毎 日のまかないを担当

する等、技術面を中心に料理の腕を磨きました。数年

後 「とみ井」料理長の独立を機に、未熟でしたが 「と

み井」で料理長になりました。色々な親方からア ドバ

イスをいただき、現在もお世話になってお ります。お

聞き苦しい話でしたが、私のこれまでの歩みをご清聴

いただきありがとうございました。

≪第 294回 くらく会報告≫

平成 26年 3月 18日 (火)於  静岡倶楽部

出席 7名投句 1名

兼題 「本の芽」「卒業」他当季雑詠

第 1席  まちわびし木の芽の香 りなごり雪 渡辺陽夫

第 2席 果てしなき夢寄書に卒業す    今井富子

≪スマイル報告》

鈴木寿人 君   お誕生 日のお祝いありがとうござい

ます。53歳 になります。早いもので昨

年入会させていただき、このお祝いを

いただくのは 2回 目になりました。今

後ともよろしくお願い致 します。

久野義彦 君   結婚式の花、毎年ありがとうござい

ます。楽 しみに妻が待つています。こ

れからも仲良く頑張 ります。

冨井一矢 君   タイ トルにそぐわない内容の卓話で

申し訳ございませんでした。反省 して

スマイルいたします。

高田雅司 君   親睦ゴルフに 16日 と 19日 に参加 さ

せて頂きました。両 日とも 100オーバ

ー !すつかりBク ラス定着です。楽し

いゴルフで良かつたです。

川 口尚宜 君   昨 日の静岡新聞朝刊 24面に以前卓

話でご紹介 した、食べるだけでメタボ

が解消される食事の記事を掲載 してい

ただきました。今後の日本の健康長寿

を願いスマイル致 します。

高柳正雄 君   クラブコンペ Bリ ーグで何を間違っ

たのか優勝 してしまいました。スコア

は最悪でハンディに助けられただけの

スッゴク恥ずかしい優勝でした。幹事

の古賀 さん、参加頂いた皆さんに感謝

してスマイル します。

杉本幸子 君   Bリ ーグゴルフでは、幹事の古賀 さ

んはじめパー トナーの皆様に大変お世

話になりました。おかげさまでミラク

ルもあり !楽 しいゴルフを満喫できま

した。感謝 してスマイル します。

小山宏之 君   2月 17日 より入院し、先週無事復帰

することができました。 3回お休みを

いただきました。 4月 からはクラブ会

報グループのリーダーを勤めさせてい

ただきます。微力ながら頑張 ります。

上田直弘 君   3月 16日 に開催 された静岡東 RCの

親睦ゴルフコンペで優勝することがで

きました。ご一緒 した古橋会員、加藤

会員に感謝 してスマイル します。

宮り|1氾 君 孫娘 15の 峰を乗 り越えて 明るい

笑顔 祖母は涙を

≪出席報告≫
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率
57(55)

57(56) 15

57(56) 6 7 87.50%


