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≪本日のお祝い≫

お誕生 日

5月 1日 河野雅一 君
5月 5日 冨井一矢 君
5月 6日 田村孝子 君

君

君

君

2と い うのは私も若い頃から関心を持ってきたテーマ

ですが、それは毛沢東における周恩来であつた り、本

田宗一郎における藤沢武夫であつた りします。私は豊

臣秀吉のナンバー 2は小一郎秀長ではないかと思って

いて、官兵衛をナンバー 2と する昨今の風潮には違和

感を覚えます。ナンバー 2と 参謀の違いは微妙ですが

ナンバー 2の定義は、主たる人物の知恵袋であると同
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≪司 会≫  高田雅司 君

_≪合 唱≫  「手に手つないで」
「静岡東ロータリー」

≪BCM≫  「友ら集いて」

≪ゲス ト≫  なし

≪ビジター≫ 加藤 博一 君 (静岡西 RC)

Thei

結婚記念 日

4月 29日 杉本幸子
5月 1日  河野雅一

5月 5日  中山鳥達郎

今年は

NHK大河 ド

ラマで黒田

官兵衛が取

り上げられ

ナ ンバー 2

の存在がク

ロ一ヽズア ッ

プ されてい

るよ うです。
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平 成 26年 4月 24日  天候 晴

時に一旦その人に事あるときはその人に代わ りうる人

物、かつ平時はナンバー 1を 目指さない人物 と思つて

いるので、官兵衛は有能な参謀ではあるがナンバー 2

ではないと考えています。

先 日 47番 目の訪問県として鹿児島県を訪れた話を

しましたが、鹿児島ではもう一つの出会いがありまし

た。散策中に村田新人誕生地の碑に出くわしたことで

す。私はこの人こそ西郷のナンバー 2だつたと思つて

います。

ご存知の西南戦争ですが、私学校生徒が暴発 し政府

軍弾薬庫を襲ったとき、西郷の発 した最初の言葉は「新

人どん、おはんが居ながら…」だったとされます。そ

れほど西郷の新人への信頼はずば抜けていた。新人は

大久保や木戸とともに岩倉視察団に参加 したくらいで

すから、狭い世界のことしか知らない人間ではない。

その新人が、若気の至 りとしか言いようのない私学校

生徒 とともに西南戦争を戦 うことになったのは、私見

ですが、西郷 とともに死すことで、この国の狂気を治

めようとしたからではなかったか。新人は新人で、西

郷に惚れ抜いていたのだと思います。

西南戦争ではシルクハットにフロックコー トで戦った

とか、戦場でアコーディオンを弾いていたともいいま

す。勝海舟は、この人のことを、大久保に次 ぐ傑物な

りと評 してもいます。村田新人とい う人の放つ不思議

な魅力が、私を惹きつけて止みません。

≪会長挨拶要旨》



≪クラブフォーラム》

クラブ奉仕グループ 中嶋達郎 リーダー

クラブ奉

仕グループ

のフォーフ

ムを始めた

いと思いま

す。

テーブルの

上に今 日の

議題を 3点

(① スマイ

ルの金額②

新入会員と

の親睦のあ

り方③卓話に対する希望)書いてあります。

これは当クラブの中でも様々な意見があり、皆様方

でも検討をしていただき、結論づける必要はありませ

んが、こうい う方がいいのではないかとい うことを話

し合つてもらいたいと思います。話 し合つたご意見は

テーブル毎で集約 し、これを次期会長、幹事に渡 して

次年度の運営に参考にしてもらいたいとい う意味を含

めて本 国のフォーラムにしたいと思います。

①スマイルの金額については、暗黙のうちに 3千円

5千円、1万円を目安に運用 してお りますが、例えば下

限をもつと下げて、より多くのスマイルを頂くといつ

たことの意味も含めての議題であります。

②新入会員の親睦のあり方については、新入会員が

入 りますと、ロータリークラブの概要を説明はします

けれど、それつきりで終わってしまっているとい うの

が現状であります。極端な話をしますと、新入会員が

入会の意味を見出せないと、結果として出席率が下が

り、退会の原因になることも考えられますので、新入

会員 とのあり方 とい うのはもつと何 らかの方法を模索
していいのではないかと思い、テーマとしてあげさせ

ていただきました。

③卓話に対する希望については、会長の方針に基づ

き卓話を進めてお りますが、知識を広げていく意味で

は、外部講師をお招きした卓話にした方がいいのでは

ないかとい う声と、会員のことを深 く知るために、会

員を中心とした卓話にすべきだとい う声があり、会員
の皆様で多様な考え方があると思いますので、率直に

討議 していただければ大変幸いです。

約 20分強の時間ではありましたが、テーブル毎で

検討いただきました意見を集めさせていただきました。

たくさんの意見を記入いただき、ありがとうございま

した。このように率直な意見が出され、多様な意見を

知るとい うことは大変意味があることと思います。皆

様からの貴重な意見は私の方で集約・検討 させていた

だき、次期会長、幹事にお伝えをして、次年度のクラ

ブ運営の参考にしてもらえればと思つております。本
日はご協力いただき、本当にありがとうございました。

≪新潟東RCとの交流活動のお知らせ≫

平成 26年 6月 6日 (金 )か らの日程で 12名 の出席で

確定いたしました。6月 6日 (金)7時 40分頃の新幹線

に乗つて新潟へ向かいますので、各自で切符の手配を

お願いします。

≪第 295回 くらく会報告》

平成 26年 4月 22日 (火)於  静岡倶楽部

出席 6名  ビジター 1名

兼題 「風光る」「花冷え」他当季雑詠

第 1席 零れ咲く花一輪や風光る  新間和美

第 2席 風光る川根の丘に茶の香 り 小山宏之

丹羽 亨 他 5名 7句

≪スマイル報告≫

河野雅一 君   結婚記念 日と誕生 日のお祝いを

同時にありがとうございました。し

かし同じ日にしたのは失敗でした。

どちらを中心に祝 うかで、毎年嫁と

揉めます。嫁からは私の誕生 日を変

えるように言われています。

冨井一矢 君 まだ先の話だ と思つていたので

すが、お誕生 日のお祝いだそ うで

す。38歳です。ありがとうござい

ます。もう少し 30代を楽しませて

いただきます。

46回 目の結婚記念 日、どうでも

いいけど、クラブにて祝つてくれま

すので、ありがたく思いスマイル し

ます。

結婚記念 日のプ レゼン トをあ り

がとうございます。 4月 29日 、今

年はどんな美 しいお花を届けてい

ただけるのか楽しみです。感謝 して

スマイル します。

中嶋達郎 君

杉本幸子 君

≪出席報告≫
会 員 数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率
53(51)

53(52)

53(50) 7 2 96.0%


