
第 2620回例会

≪司 会》  杉田至弘君

≪合 唱≫  「手に手つないで」

≪ BGM≫   「Gymnopedie」

ピアノ ラインベル ト・デ・レーウ

≪ゲス ト≫  公益財団法人 佐野美術館館長
三島RC会員  波邊妙子 氏

≪ビジター≫ 那須野幸作君、斉藤稔君、近藤彰君、

金子隆弘君、井上陽一君、北村慎一君

野崎裕君 (新潟東 RC)

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

該 当者な し

結婚記念 日

5月 26日 澤野線一郎 君

≪会長挨拶要旨≫

本 日は、来賓卓話の講師として三島 RCの会員である

佐野美術館館長の渡邊妙子さんにお越 し頂いています。

又、新潟東 RCか らは那須野会長をはじめ会員の皆

様がおいで頂いています。お忙 しい中をご訪問頂きあ

りがとうございます。新潟東 RCと の交流活動は、中島

年度の平成 22年の 4月 に始まり佐野年度 と今年度に

は相互に約 10名 程度の会員が訪問 し合い親睦ゴル

フ・観光、懇親会、例会出席を通 して交流と親睦をは

かつて来ました。昨日も昼間は菊川カン トリークラブ

にて親睦ゴルフを、夜は「茄子の花 無庵」にて懇親会

が開催 されました。両クラブは規模や歴史が同程度で

ある一方、日本海 と太平洋 と対照的な自然環境や風土

はお互いの交流活動を進めるには好適 と思われますが

運営費用等の面もあり会員全体の交流は難 しく現在は

一部の会員同士の親睦活動 となっています。高柳年度

ではぜひ今後の方向性を検討 して頂きたいと思います。

さて、今年度の例会も本 日を含めて後 6回 となり最終

例会は 6月 27日 (木 )の夜間例会です。誠に申し訳ござ

いませんが、来週から3週連続でその内の 3回を欠席

平成 25年 5月 23日  天候 晴

させて頂きます。来週が業界の全国総会で、その後が

アメリカヘの出張が続きます。 1年前から判っていた

スケジュールなので以前より杉田幹事 。新間副幹事・

高柳副会長にはお願いをしてお りましたが、皆様には

任務放棄で逃走したと思われてはいけないので予めご

報告をしてお詫び申し上げます。そんな訳で先週の金

曜 日に日本平 RCの例会ヘメイキャップの出かけたと

ころたまたま欠席会員も多くしかも幹事と副幹事が欠

席で、蒔田会長が 「私は副会長の時に欠席が娘の卒業

式の 1回、本年度は無欠席でいけると思いますが欠席

される会員さんに恨みがましいことは申しません」と

挨拶されていました。私もさすがに少 し気が引けたの

ですが、偶然メイキャップに来られていた曽根正弘会

員に 「お仕事優先で良いですよ」と言つて頂き救われ

ました。

ロータリークラブも創立後 100年を経過 し、静岡東

クラブも半世紀を超える歴史を経て変化の激 しい時代

を迎えています。現在多くのクラブが会員の減少、高

齢化、財政のひっ迫等の共通 した諸問題を抱えつつあ

ります。今年度は 「活気に溢れ、未来に繋がる楽 しい

クラブを」をテーマに 「楽しさや親睦」を感 じられる

クラブ運営を心掛けたつもりです。会員活動の在 り方

もより多くの会員の皆さんが、それぞれの事情に合つ

た形で柔軟に補い合つて、個々の会員さんにあまり過

度な負担感が生じないように運営されれば良いのでは

ないかと思ってまい りました。残 り少なくなりました

が、皆様のご協力をお願い致 しまして本 国の会長挨拶

を終わります。

≪ビジター挨拶≫

那須野幸作君 (新潟東RC)
昨日はありがとうございま

した。皆さんと今後もます

ますお互いに交流を深めて

いきたいと思います。



≪新入会員紹介≫

河野雅―君 (株式会社竹中工務店 静岡営業所長)

趣味は音楽で、名古屋にいた時か

ら丼上陽水さんや財津和夫さんと

コンサー ト等で交流を深めていま

す。静岡でもいろんなコンサー ト

があると思いますので、いい機会

がありましたら、今後ともよろし

くお願いします。

小山宏之君 (明治安田生命保険相互会社 静岡支社長)

出身は愛知県ですが、小学

校の教科書で静岡の登呂遺

跡 を勉強 した ことがあ り

家族 と旅行 した唯一の場所

が登呂遺跡でした。体を動

かすことが好きなので、皆

さんに色々教えていただきながら、静岡の地を楽しく

回りたいと思います。よろしくお願いします。

≪来賓卓話≫

『大和心と日本刀J 渡邊妙子 氏

“敷島の大和心を人間は

ばにおうが如き山桜かな"

大和心。大和魂 (やまとごこ

ろ)と は、漢の力に頼らず自

ら活動する気力と辞典に出

ています。平安時代当時

大和心は日々の事務を処理する能力・荘園の経営能力

が優れていることを言つた。律令維持に努めた藤原時

平がもつとも大和心がす ぐれていると評価 された。中

国からもたらされた律令体制 と日本の荘園経営のバラ

ンスをうまく取ろうとしたそれこそが大和心であった。

平安時代中期、地方では荘園の反乱が起き、武士の台

頭 と共に反 りのある日本刀が生まれてきた。 日本刀の

この形がなぜ生まれたかが大事。中国からの技術で 日

本人が自分で作るようになり、当初中国と同じ直刀を

作っていたが、カーブの文化潮流から武器 として使い

やすい現在の反うた形の日本刀になり、瞬く間に広が

つた。 日本刀には美 と武 とい う二つの要素を持つてい

る。武器 としては最小の力で最大の効力を発揮する曲

線を持つている優れた武器であり、また使わない時は

見るも美 しい曲線、宝石のように磨き抜かれた宝物で

あつた。 日本刀の強い武器 と美 しい文化財として価値

の二面性をバランスよく保つているとい うこれこそが

日本の大和心と思っています。

≪スマイル報告≫

新潟東 RC一 同 今回は大変お世話になりました。

新潟東RCの皆様をお迎えし、昨 日の

親睦ゴルフ.懇親会.本 日の例会参加

に感謝 してスマイル致します。ついで

に親睦ゴルフ会の優勝 もあ りがとう

ございました。

宮り|1辛巴君

杉 田至弘 君

新間桂子 君

新間桂子 君

高 田雅司 君

川崎依子 君

由利浩志 君

稲森照男 君

川 口尚宜 君

多賀洋 君

由利浩志 君

河野雅一 君

小山浩之 君

那須野会長をはじめとする新潟東 R
Cの交流参力日の皆さん方、お疲れさま

でした。今年で 3年 目、事業としては

5回 目となりました。ご満足いただけ

たかどうか心配ですが、今後ともこの

交流が無理なく継続することを心か

ら期待 してお礼を申し上げます。有難

うございました

新潟東 RC那須野会長他 ご―行の来

静を心から歓迎し、又この交流が末永

く続 く祈念 しスマイル します。

昨年お世話にな り美 しい佐渡を見せ

ていただきました新潟東クラブの皆

さんが、来静されました事を大変 うれ

しく思い、スマイル致 します。

昨年お世話にな り美 しい佐渡を見せ

ていただきました新潟東クラブの皆

さんが、来静されました事を大変 うれ

しく思い、スマイル致 します。

新潟東RCの皆様いらっしゃいませ。

昨 日はゴルフには参加出来ず申し訳

ございませんでした。二次会では大変

楽 しく過ごさせて頂き、ありがとうご

ざいました。今後共宜しくお願いしま

す。

昨 日の新潟東 RC様歓迎懇親 ゴルフ

コンペで、何 と奇跡のニアピン賞を頂

きました。感謝 してスマイル します。

新潟東 ロータリークラブの皆様 よう

こそ静岡ヘ

昨日新潟東RCの皆様、菊川CCでプ

レイして頂いて有難 うございました。

ゴルフ場社長としてスマイル します。

結婚記念 日のお花あ りが とうござい

ました。結婚 して 9年になります。来

年無事に 10周 年をご報告できるよう

あと1年がんばってまい ります。

結婚記念 日のお花を頂き、ありがとう

ございます。妻 も大変喜んでいまし

た。本当にありがとうございました。

m竹中工務店、河野雅一君の入会を歓

迎して

本 日ロータリークラブに入会致 しま

した。よろしくお願い致 します。

本 日無事入会することができました。

この度はご承認いただきありがとう

ございました。

≪出席報告≫
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

5/23 58(54) 8

56(52)

56(53) 6 3 94.34%

戸塚敦雄 君


