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世ソドヘのフレゼントになろう

静岡束ロータリークラブ
会長 オフ山明富雄 幹事 新間桂子
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この承認に際し `静岡東"

という名称に対してRIか ら異

論が出た際には、ヨ在ただ―

人のチャーターメンパーであ

られる稲森さんが、RI本部に

まで出向いて交渉 し ようや

く「静岡東ロータリークラブ
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第 2735回例会
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《本 日のお祝い》

お誕生 日

10月 9日 高石 優子

10月 9日 古橋 円1俊

《乾杯の挨拶》

結婚記念 曰

10月 11日 大村 幸代 君

10月 12日 官城 展代 君

10月 14日 柴口 啓之助 君

10月 14日 村松 重治 君

10月 18自 由春1浩志 君

10月 20日 宮,1 ,巴  君

鋼立記念例会
《司 会》  新間 桂子 君

《合 唱》  『我等の生業J

《BGM》   宮崎駿の世界 (ウ ァイオリンとヒ・アフの調べ
)

《ゲスト》  なし

《ビジター》 なし

という名称が認められたJと いうエピツー ドは我々のクラブ

の伝説となつています。

さて昭和 34年 (1959年 )と はどのような時代であつたか当

時のニュース トピックスを振り返ってみます。ちなみに副

幹事の浅野さんは昭和 34年の生まれていらつしゃいます。

この年は第二次岸内閣の最後の年で、岸信介首相の後 池

田勇人氏が総理大臣となって「所得倍増計画J等により高度

経済成長期に向かいスター トを切つた年でした。

この年 1月 1日 よリメー トル法が施行されています。この

頃まで尺貫法が通用していたのでしょうか、意外な気がいた

します.ま た NHK教育テレビ NETテ レビ フジテレビが 1

月 2月  3月 と続けて開局しました。私の記憶によれば

NErは東京タワーの真下に本社屋があつたかと思います。滉

在ではテレビ朝日となり六本木に、フジテレビも牛込河口町

からお台場へ移転しました。

4月 には、この年最大の出来事といつてよいかと思います

が、皇太子殿下のご成婚がありました。宮中に向かわれる朝

品川御殿山の正国家の円前で父上と母上にご挨拶する姿は

素晴らしい光景だつたと今でも覚えております。

夏には巨人 長嶋選手が、天覧試合で阪神 村山投手からサ

ヨナラホームランを打ちました。8月 には日産自動車からブ

ルーバー ドが発売され、その後 トヨタのコロナとの BC戦争

が始まります。

9月 の伊勢湾台風では、東海地方を中心に大きな被害をこ

うむりました。

日本レコー ド大賞が始まったのもこの年で、第 1回のレコ

ー ド大■は「黒い花びらJで した。予想外の受贅だつたと開

いています。詩は永六輔、作曲は中村ノヽ大、歌は水原弘です。

永六輔と中村人大のコンビは《68ヨ ンピ≫と呼ばれ数々の

名山を残 しました。「遠くへ行きたいJ「 上を向いて歩こうJ

「こんにちわ赤ちゃんJなどは 68コ ンピの作品です。

君

君

古精  用俊 君

昨日幹事の方から(皆 出

席者の中で)私が二番目
の古株なので「乾杯をや
れJと 言われました。勝山
さんが 1番の古株ですか

ら、この後記念例会の卓

話をしていただきますの

で、皆さん楽しみにして
いてください。それでは、東ロータリークラプの会員が益々

増え末永く繁栄いたしますことを願い、また会員の皆様のご
健勝を祈念して、乾杯の挨拶と代えさせていただきます.

《会長代行挨鬱要旨》

本国は静岡東ロータリークラブ 56年 目の泊1立記念例会で

す。後程、勝山会員による記念講演が予定されております

ので、私は短く前座を務めさせていただきます。

皆様はご承知のことではありますが 我々の静岡東ロー

タリークラブは、昭和 34年 10月 14日 の創立で同年の 11

月 5日 に RIの承認を得ました。
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話が脱線してしまいました.治1立記念例会には相応しくな
いことになつてまいりましたので、これにて終了といたしま

す。

最後になりましたが、皆様とご一緒に杉山会長のご回復を

お祈りしたいと存します.

《新入会員紹介》

この度、ネットワールの宮城展代君が入会いたしました.

2週続けてお休みしてしまいました。

先週は西伊豆町までフェリーを利用して仕事

に行つて参 りました。とても楽くらく)で

した。

結婚記念日で名古屋の実家にお花をい

ただきました。普段なら疑念をもたれる

ところですが、LINEで画像を送つてくる

など殊のほか好評でした。ありがとうご

ざいました。

10月 14日 に 36回 目の結婚記念日を迎

えます。年々会議の減っている夫婦です

が、年末には初孫の予定もあり、家族の

14を より深めたいと思います。

(1)誕生日のお祝い、有難うございます。

(2)日 本平 CCのクラント・シエア杯、三連覇いた

しました。

お誕生日のお祝い、有難 うございます。

静岡に来てちょうど1年になりますがロ

ータリーの皆様との交流を通して、より
「静岡人Jら しくなつていきたいです。

テニス楽天オープンの錦織君から、元気

をもらっている今日この頃です。

倉1立記念例会をお祝いしてスマイルしま

す。

実は先週 1週間 急性たんのう炎で入院

していました。今週から社会復帰してい

ます。健康に感謝してスマイルします。

本日入会させて頂きます。

何も分かりませんが、皆様からいろいろ

学ばせていただき、私自身も会社もステッフ

アッフしたいと思います。よろしくお願い

いたします.

本日、私の親友である宮城展代さんの入

会が実現しました。本当にうれしいです。

歓迎と感謝を込めてスマイルします。

官城展代さんを新入会員とお迎えした

ことをよろこびとして、情報委員会とし

て歓迎いたします。

宮城さんの入会をうれしく思います。

東クラブが、今いちばん女性会員の多い

クラプのようです。

浅野 裕史 君

小山 真人 君

PG "山 口太郎 君

本日の例会は静岡東RC
の倉1立記念 日に関わる、か

けがえのない人事な例会で

あります。その例会の卓話

を、私が引き受けることと

相成 りました.

ただ今回の場合は簡略な

ご了承いただければありがた

古橋 図1俊 君

高石 優子 君

佐橋 徹  君

相原 雄治 君

宮城 展代 君

り1晰 依子 君

伊藤 洋一郎 君

新間 桂子 君

村松 重治 君

ご挨拶とさせていただく事を、

いと思います。

その理由としましては当クラブは 本年度地区大会まで問

もないこの折、健康を害されている杉山現会長の代行を佐橋

現副会長が務めるという、現執行部が採つた上L・ を得ない緊

急体制であるため、私の卓話が終わり次第、別室で行われる
パス ト会長会議で「次期のみならず次々期会長を選ばなけれ

ばならない」等々、極めて急を要する大事な要件が 多々控

えているからであります。

ゆえに本曰出席された会員の皆様には事前の了解をいた

だければ幸いであります。

当クラブの倉1立記念日、すなわち昭和 34年 (1959年 )10月

14日 は 新しく入会された会員はもとより全会員が、今後

当クラブがいかにあるべきか考えるときの原点になるもの

であります。しかも今年 66周年を迎えましたから4年後に

は記念すべき 60周年を迎えます。人生にとりましては違暦

として喜びにひたる時期でもあります。

特にこの 60周年というのは 2020年 に開かれる東京オリ

ンピックの前年 2019年でありますが、日本のみならず静岡

東クラブがますます立派になつていることを 私としては望

んでおります。

皆様共々、この倉1立記念日を決して忘れることなく心に留

めていただければ幸いです.

大変短い話で恐縮です。実は来週も米山ロータリー記念館

で職場見学を兼ねた打ち合わせがありまして その時も私が

卓話をいたします。

そんな時に風邪をひいたのは、私の至らぬところでござい

ますがその点を十分ご承知いただければ、大変ありがたいと

思います。

くクラノ会議グループからの連絡事項》

クラフ会報グループリーダー

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J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。

鈴木寿人

《日立記念 卓話》

《出席報告》

会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

10/8 63(6D 43 8

10/1 52(49) 37 12

9/24 52(49) 39 10 4 6 87 76%

《スマイル報告》 大角 詈朗 君

く会報t成 :小山 真人>


