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第 2640回例会

《司 会≫  高田雅司君

《合 唱≫  「手に手つないで」

≪BGM≫  「ムーンリバー」

《ゲス ト≫  なし

《ビジター》 岸 好子君 (静岡北 RC)

《本日のお祝い≫

お誕生 日 結婚記念 日

10月 25日 杉山明喜雄君  10月 27日 杉田至弘君
10月 26日 杉田至弘君   10月 29日 新開清史君

≪会長挨拶要旨≫

先週の職場見学会にはご家族を含

め多数のご参加をいただきありがと

うございました。 日銀、警視庁 とも

一般にはあま り馴1染みのないところ

かもしれませんが、 日銀では私のか

つての仕事も少 しは世のため人のた

めになっていると再確認できました

し、警視庁では若い人たちが厳 しいコ1練にひたむきに

取 り組んでいる姿を、ビデオですが、拝見 して感銘を

受けました。大村委員長、竹内委員には完璧な運営を

していただきました。心より御ネL申 し上げます。

さて、野球ファンにはたまらない日本シリーズが明後

日から始まります。ペナン トレースが終了してからここ

まで引き伸ばす間延び感は何 とかならないものかと思

いますが、巨人 VS楽天という、ある意味新鮮な組み合

わせとなりました。私はどちらかとい うとサッカーファ

ンですが、日本シリーズに纏わるお話を少 しだけします。

1964(昭 和 39)年、東京オリンピックの年ですが、この

年はオリンピックの開会式 (10月 10日 )の 日に日本シリ

ーズの最終戦が行われたことをご記憶でしょうか。

この年はオ リンピックがあるとい うので、開会式ま

でに日本シリーズを終了させるための 日程を組み、ペ
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ナントレースはいつもより早い 3月 中旬から始まりま

した(全 140試合)しかしセ・リーグの優勝争いがもつ

れにもつれ、阪神が優勝を決めたのは 139試合日の 9

月 30日 で、何とその翌日の 10月 1日 から日本シリー

ズを始めました。さらにシリーズも最終の第 7戦まで

もつれ、カロえて雨天で 1試合順延したため、オリンピ

ック開会式の 10月 10日 が最終戦となりました。

結局、日本一に輝いたのはパ・リーグ覇者の南海で

した。阪神・南海とも大阪の球団ですから、球場は甲

子園と大阪球場が使用されましたが、もしこのとき関

東のチームが代表だった場合には、球場だけはすべて

関西に移してシリーズを行 う予定だったようです。

蛇足ですが、面白いデータがあります。昭和 29年は

中日が優勝、昭和 39年は阪神、昭和 49年は中日、昭

和 59年は広島、昭和 69(平成 6)年は巨人ですが、昭和

79(平成 16)年は中日と、昭和表記で 9の付く年は巨人
の成績は良くありません。来年は昭和でいうと89年で

すから、巨人ファンはあまり期待しないほうがいいよ

うです。加えてその翌年は昭和 90年、向こう 10年ほ

ど9の付く年が続くことになりますから、アンチジャ

イアンツ派には楽しい時代となるかもしれません。

≪会員卓話≫

「人生いたる所に青山あり」 久野義彦君

この 10月 の行事で国鉄時代より糸凶続

されているもののひとつに「鉄道の日J

があります。鉄道が日本で初めて引かれ

てから141年になります。

明治 5年 10月 14日 に新橋～横浜間で

開通しました。その時の運賃が 37銭 5

厘。現在の値段にすると7,000円 位にな

ります。ちなみに、現在の運賃は 450円

位だと思います。

昭和 39年に新幹線ができるまでは、東京～大阪間

は 8時間かかつていましたが、新幹線ができるとひか

りで 4時間、こだまで 5時間でした。更に、翌年には

ひか りで 3時間 10分 となり、現在はのぞみで最速 2時

間 20分 とな りました。
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さて、本題に入 りたいと思います。42年間の結構転勤
の多かつた仕事のなかで、自分としてはどの土地に行つ

ても「人生いたるところに青山あり」の心境でした。この

言葉の出典は、日本人が作つた漢詩です。作者は、幕末
の釈月性 という真宗の僧侶で、尊皇攘夷を唱え、勤皇の

志士とも交流が深かったそ うです。詩は、七言絶句です。

男児志を立てて郷関をいずれば

学者 し成るなくんば死す とも還 らず

骨を埋むるあにただ墳墓の地のみならんや

人間至る処 青山有 り

月性が若いころ、大阪に勉学に赴こうとした折に、故

郷を出るときに壁に書いたと言われています。

静岡に赴任 して早 3年半になります。中心市街地の駅

周辺は、 1キ ロ四方に 7つの百貨店があり、また、最近

は東静岡にモールができて、小売販売業は同業他社が競

合し、しのぎを削っています。

利用者にとつては、利便性が向上しており暮し易い街

といえるでしょう。一方で、法政大学の坂本教授は、全

国 20の政令都市の中で、最近 10年間の静岡市の人口減

少率は△13%で ワース ト2位、小売店販売額の減少率は

△185%で ワース ト1位 となっていると警鐘を鳴 らし

ています。有名大学の誘致などで若者を増やし、賑わい

創出が静岡に必要と提案されていたようです。

また、こちらに来て驚いたのが、天気予報が西部、中

部、東部、伊豆に分かれていたことです。気候の違いが

住人の気質の違いに繋がっているのかもしれません。
一般的に、静岡の中心地は、男性はのんび り屋が多

く、女性はしっか り者が多いように思われます。また

浜松地区は、金銭感覚にシビアな傾向があるようです。

名古屋は、昭和 22年に生まれて、大学生活 も経て

26歳まで住んだ街です。よく、名古屋は排他的な街で

外部の人間に対 しては とても冷たい接 し方をするが

反面、地元の人同士は非常に固い絆で結ばれていると

言われますL一度仲良くなると、ものすごく良くして

くれるので、外部の人間でも、とにかく早 く剛1染むよ

うにすることが大事だと思います。

芸どころ名古屋 ともいわれます。七代藩主宗春は幕

府の緊縮財政に対 して、積極的な自由放任政策を採つ

たため華道,茶道、俳諧 といった芸事を盛んにし、今

日名古屋が芸どころと言われる基礎を作 り上げたよう
です。

名古屋弁は特徴的なイン トネーシ ョンを持ってい

ます。久 しぶ りに会 うことを、やっ とかめ (八十 日目)

に会 うと言つた りします。

東京へ昭和 49年 に転勤とな り、国鉄本社 ビル (現オ

アゾ)の 7Fで東京駅を見下ろしながら 11年間過ごし

ました。国鉄改革関連の仕事などを通 し、いろいろな

土地のいろいろな人と交流することができました。

東京には、江戸つ子、下町、江戸前寿司など江戸時

代の文化が残っています。巣鳴刺抜き地蔵はとても活

気があって面白い場所でした。

大阪には 3度単身赴任 しました。大阪人の性格は俺

が俺がとい う、大阪のおばちゃんのような、活気 と元

気のある気質だと思いました。大阪といえば昔から食

道楽で、食い倒れの街 と言われています。たこ焼き

お好み焼き、くしかつ (三度つけ禁止)な どおいしいも

のばか りです。法善寺横丁も訪れるのに良い場所でし

た。

いろいろなところに住んで、いろいろな人と接触して

仲良く、楽しく仕事をできたらと思っています。 」Rグ
ループのメンバーは皆同じ雰囲気を持つていると言わ

れます。毎 日同じことを愚直に繰 り返 して、安全を守 り

抜 くとい うことを入社 したときから刷 り込まれている

からこそ、そ う感 じられるのかもしれません。

≪第 289回 くらく会報告≫

平成 25年 10月 21日 (月 ) 於 静岡倶楽部

出席 6名 投句 0名

兼題 「秋の雨」「火恋 し」他当季雑詠

第 1席 りんどうに露ひとしず く秋の雨  今井富子

火の恋 し「ペチカ燃えろよ」回ずさみ 司馬 速

第 2席 秋雨に片寄せあって火恋 し    竹内弘毅

他 4名 6句

≪スマイル報告》

新開清史 君    結婚8周年のブロンズ婚にお祝いをいただき

ありがとうごれ まヽ丸 創見。家事に亡しレ‐

何かしようと考えるきつ力ヽすとなりました スマ

イルしま丸
由利 浩志 君    結婚記念日のお花、ありがとうございまし

た。
森下登志美 君   先週の職場見学会で当社ご利用いただきま

してありがとうございました。今後ともよろし

くお願いいたしま丸
割 |け巳君     結婚記念日のお花をいただき有難うござい

ました。茫 5々0年気 もはや霞の彼方の出来

事の感がありま九
杉本 幸子 君    ぉ誕生日のお祝いをありがとうございまし

た またたく間にまた一つ年を重ねましたが、

これからも健康で楽しくウェルエイジングで

いけるようスマイルしま丸
柴田啓之助 君   結婚記念日のお花ありがとうございました

結婚40年 50年を目指してガンバリま丸
相原 雄治 君    本日、来年 3月 に初開催される「静岡マラ

ソン」にエントリーしてしまいました。
42195hは全くの未知の距離ですが、完走で

きるように節制していきたいと思いま丸
松下 陸朗 君    日銀本店と警視庁の職場見学会を早くから

楽しみにして参加しました。黒田総裁と警視

総監とは面談できなかったけど、大村さんと

竹内さんのサービス満点ぶりに感謝してスマ

イルしま丸 有難うございました。
日村 孝子 君    チョン・ ミョンフン指揮仏国立放送フ

ィルハーモニー管弦楽団の演奏はめった

に出会えない音と演奏でした。本当に心

から感謝です。グランシップでお楽しみ

頂いた皆さまにも御礼申し上げます。

《出席報告》

会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率
10/24 57(55) 47 7

10/17 57(50 34

10/10 57(56) 49 8 5 3 96 42%

57(56) 45 11 5 6 89 28%


