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平成 27年 10月
《司 会 》
《合

新聞 桂子 君
「君が代」 「奉仕の理想 J

唱》

《 BGM》

《 ビジター》

静岡商工会議所
専務理事 熱川 裕 様

《理事会か らの報告 》

天候 雨

忘れず に覚 えていただいてあ りがた い時 もあ ります が 目立
って しまい当惑す る場合 もあ り、やは り功罪半 々 といつた と
ころです。

丁度全国 レベル に届いた時効 にあた りま したつで、イ ンター
ハ イで準優勝、3年 生の時の秋 田国体では優勝 した経験があ
ります。熱血教師が毎 日竹刀 を持 つて コー トに現れ、勿論 今

なし

く本 日の お祝 い》
お誕生 日
10月 5日 川 口 尚宣 君

1日

生年月 日は、和暦では昭和 19年 、西暦 では 1944年 2月
22日 です。今年 71歳 にな りま した。敗戦前 です ので戦 中派
に属 します。見在住んでい る鷹 匠町で生まれ 高校 まで静岡に
お りま した。 中 高時代はパスケ ッ トに熱 中 していま した。

CHiCAGO THE MuSICAL

《ゲス ト》

会長
杉 山明喜 雄

新間 桂子

ではあ り得ない ことですがその当時は、怒鳴 られ 叩かれ る
ことは 日常茶飯事で した。そのお 陰で しょうか同級生の中に

結 婚記念 日
10月 2日 小 山 真 人 君
由利 浩 志 君

杉山会長の復帰 には暫 く時間が掛かる とのお話 しが ご家
族か らあ りま した。理事会 にて対応 を相談 し今年度、佐橋副

は大学、実業団で も本格的にバス ケッ トを続 けて全 日本 クラ
スで活躍 した選手 もお りま した。
私 はその後、東京に出て医者 にな りま したが、卒業時は大
学紛争 の真 っただ 中で研修制度 も不安定な状況で した。大学
￨こ 10年 ほ ど在籍 して県立中央病院 が見在 の北安東に移転 し
て県立総合病院に代わ る前年 に静岡に戻つてまい りま した。

会長 に会長代行 をお引受 け項 くこととな りま した。そのため
来週 のパス ト会長会では、次期及び次 々期 の会長 を選 出頂 く

約 25年 間産婦人科医 として勤務 したのち県立大学 の教職 に
就 き、平成 22年 よ り現在 の SBS絆 岡健康増進 セ ンターで検

ことに決 ま りま したのでご報告いた します。

診業務 に携 わっています。
検診 セ ンター に勤務 してか ら 日常の生活 パ ター ンが大変

く会長代行挨拶要 旨》

変わ りま した。受診者の方 々は朝食 を抜 いて来院 され て大半
の検診は午前 中に行われ ますので、私 も朝が早 くな りま した。

世界への
プレゼントになろ

「 自己紹 介 J
初 め て の会 長 代
行 ス ピー チ で す の
で、まずは 自己紹介
をいた します.
姓 は に んべ ん に
左の 「佐」にきへ ん
の 「橋 Jで すが fサ
バ シ」 と読むか 「サ

バ ンJと 読むか私 自身 よく分かつてお りませんし、Яl段 支障
もなかつたのですがキーボー ド入力が当た り前 とな ります
と「サハシ」なのか 「サバシJな のか区男1し なければならな
くな りま した。漢字でのイメージがない為で しょうか、電話
な どでは聞き直 され る場合が多 くあ ります し予約 したはず
なのに「サハシ様Jで は確認できません。といわれることも
しば しばあ りま した。また、あま り多 くない名前です ので

朝は 5時 過 ぎに起床 して 出勤 し 7時 30分 には検診準備 が終
わつてい るとい う状態です。高齢 にな りま して朝型 の生活 は
あま り者 にな りませんので見在 の仕事 に とつて好都合 で し
た。臨床 医学か ら予防医学 に転向 して最近、益 々、予防医学
の重要性 を強 く感 じてい るところです。
皆様 のle大 な ご支援 とご協力、御指導 のほ どを重ねてお願
い 申 し上げます。
今年 1年 どうぞ よろ しくお願 いいた します.

《来費卓露 》
「家康公 四百年祭 プ ラス事業・ 効果」
静岡商 工会議所 専務理事
熱川 裕

様

本 日は徳 川 家 康 公
四百 年 祭 記 念 事 業 に
つ い て お 話 しを させ
て頂 きます。
1月 11日 に浅間神

社 にてオ ー プニ ン グ
を始 めて以来、様 々な
事 業 を行 い盛 り上 が
つています。
静岡市 としての取fflみ を本格 的に始 めたのは 2000年 に
「葵」博があ り「家康、その時代 と国境 を越 えた眼差 しJと
・ に 博 士の「世界情勢 の中の大
ムでイ,ノ イ大学けルト
題す るフォラ
御所外交Jと い う講演を聞きま した。
家康時代 は大航海時代 で家康 が外交能力 を駆使 してアジ
アの 中で数少 ない独 立国 として頑 張 つて きた とい う話 して
した。2007年 には 「大御所 400年 祭 Jを 実施 しま した。市

また 4月 17日 の例祭前 日に、徳川家 巨団大会 を倉1め 、全
国か ら 1000人 を越 える人たちに集ま つていただ きま した。
家 巨団は身分 に関係無 く― 堂に集 まる機 会が無か つた とい
うことで、非常 に喜んで頂いています。静岡が徳川 の家 巨が
集まる唯―の場所 に してい きたい と思 つています.
今回の事業 の成果ですが、江戸開府 四百年 を参考 にさせ て
頂 き、公式 マー クの使用 を申請制にて 自由に使 って も良い と
い うことに しま した。た くさんの後援 とシンボル マー ク使用
の 申請があ り 非常に波及効果があつた と思います。なかで
も JR東 海では 「特急ふ じかわ」 のヘ ッ ドマー クに葵 の御紋
と 「武 田開府 500年 」 も近 い ことか ら武 口菱 を入れて頂 き
両市を繋 ぐとい うことで、甲府で も喜んで頂 き 5年 後 の「武
田開府 500年 Jを 一緒にや ろ うとい う話 しにならてぃます。
事業は半ばですが、市 とは 400年 プラス とい うことで今後
どう活 かす かの整理 を始 めています。人 口減少対策 として の
効果 がある観光 とい う切 口で 、新 しい生業の起業や商品開発

も今年 と同 じ位 お金 を掛 けてや りま したが、残念なが ら市民
の記憶 にはあま り残 っていません。 この時は朝鮮通信使 400
年事業 と明治維新で途絶 えていま したが、家康公 の命 によ り
京都上賀茂神社 の二葉葵 を駿府 に運 んだ「葵使 1洵 を復活 さ

に関連す るよ うな事業展開を していきたい と思 っています。
「余は比処 に居 るJ家 康公 は久能 山で眠 つてお られ る。そ う
い う歴史文化 を学んで頂 きなが ら温かな気候 とおい しい食
ぺ物 を楽 しんで頂 き、新 しい生業を作つていきたい と思いま

せ ま した。 この 2つ は今で も実施 しています.「 葵使 いJを

す。

通 じて葵小学校 と上賀茂小学校の交流事業が続 いています。
今回は家康公 400回 忌 とい うことで久能山東照宮総代 の
皆 さんで事業 を始め よ うと話 しを していま したが商工会議
所 で事務局を請 け、市 と連携 して事業をす るため組織 を作 り
ま した。静岡県にも協力頂 いて静岡市浜松市、同崎市 と連携
し推進 してい くとい う話 しにな り地域連携が うま くいって
います。商工会議所 として も 3年 で海外 も含 めて訪間、関係
を築いてきたことが活 きてお り良い交流が出来ています。全
国の家康公 関連地域 とも交流 し、静岡まつ りでの 「日本 の ま
つ りJに 際 しては、 この交流が奏功 し た くさんの皆 さんに

《ス マ イ ル報 告 》
村松 重治 君
卓話 に熱川 さんを迎 え、スマ イル します.
11月 7日 に浮月楼 さんにて ー杯女流
鈴木 寿人 君
工座戦 の対局があ ります.静'コ
岡東 К の皆
様 で関心のある方がい らつ しゃいま した
ら、 6日 の前夜奈 にご招待致 します。チ
ランを配布 させ ていただきま した。 よろ
しくお願 い します。
―
口中 義
君
雨 が降 つているのに カサを忘れ ま した。
反省 してスマイル します。

お越 し頂 くことができ 地域関連携が大変 うま くいってい る
と思います。
家康公 四百年祭 を―過性のイベ ン トに終わ らせ ないため

川 口 尚宜 君

に、徳川時代の素晴 らしさを市民が理解 し市を中,い に全国に
発信 してい くために、3年 前に徳
らい学会を設立 2ヶ

河原崎 宏之君

月に 1度 勉 強会 を開催 してお り歴'み
史博物館 がで きた ときの
下支えをす る組織へ繋げてい きた い と思 っています。
商工会議所の観光飲食部会では、観光誘 客に活かす事業 と
す るために、家康公 ゆか りの地域資源 を調査 し地域資源 が
300件 商品が 130品 あ りま した。成果 を新 しい商品開発 に
つ なげていきます。調査の 中で、関西では家康公 の人気が低
い ことがわか りま したが、久能 山東照官には 信長公 秀吉
公 も祀っているとい うお話 しす ると、関西 の方 も一度行 つて
み よ うとい う話 しにな ります。
また市 内で の家康公 ゆか りの観 光 コー ス として整備 して
い きたい と考 えています。
浅間通 りが浅 間神社 との縁 があま りな くな つて しまつた
ことか ら、5年 前か ら色 々 と働 き掛 けを して きてお り 円前
町 として復活 させ るために 「1日 縁 日」を始 め、新 たな関係
が出来てきてい ると思い ます。
観光 に活かすために、 11月 半ばに 日本商 工会議所全国観
光振興大会 を誘致 しま した。全国 514商 工会議所の関係者

1600名 が集 ま ります。 ここで気 に入 って頂 けると最大のア
ピール になるため お もてな しをす るためのプ ログラム を作
つた ところです。

お誕 生 日のお祝 い あ りが と うご ざい ま
す。 10月 5日 で 49イ にな ります。 50才
まであと 1年 .40代 最後 の年 を楽 しみた
い と思います。
今朝 静岡駅 で 「ふ じかわ号 20周 年」出
発式 を開催 させていただ きま した。皆様
方の 日頃の ご愛顧 に感謝 しスマイル しま
す。

《出席報告 》
iO/1

9/24
9/17

会員数
52(49)
52(49)

出席

欠席

37

12

53く 61)

41

MU

完全欠席

確 定出席率

4

92 10%

10
10

6

《クラノ会議 グループからの連絡事項 》
クラブ会報グループ リーダー

鈴木 寿人

会報作成 について 「卓話原稿が無 い場合は写真・画像デ ー タ
な ど工夫 して、原稿起 こしの作業無 しに会報作成作業 を効率
化す る」 ことを 9月 3日 の理事会 にて ご承認 いただ きま し
た。 ご理解 ご協力 よろ しくお願い致 します。

く会報作成 >

鳥屋原 昇

