
第 2839回例会

≪司 会≫  川崎 依子 君

≪合 唱≫  「君が代」「我等の生業」

≪BGM≫   「SOUND TRACK 新世界紀行」

≪ゲスト≫  なし

≪ビジター≫ なし

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

該当者なし

結婚記念 日

該 当者 な し

高 田 雅 司 会長

皆 さん、 こんばんは。

そして改めま して明けまし

ておめでとうございます。

今年の新年は三が 日とも

大変穏やかなスター トとな

りました。高田―川崎年度

もようや く半分を過ぎ、よ

うや く折 り返 しを過ぎたところとなりました。昨年は皆様の

協力により大きな失敗 もなく計画の事業、行事を実行するこ

とができました。23回 の例会 と、地区の会長幹事会、エン

ドポ リオ街頭募金活動、三 日間にわたる焼津での地区大会の

行事を終えることができましたc

本 日より後半のスター トとなります。新年のスター トの例

会は新 しい試みとして新年夜間例会 とさせて頂きました。

年男の細川会員、武田会員のスピーチと、青島会員の新入

会員スピーチを頂きます。その後特別な企画はございません

が、閉会の点鐘を気にすることなく、心置きなく飲んで、し

やべつて、平成 30年のスター トを皆様でお祝いし、残 り年

度をより有意義な実 り多き半年にしたいと思います。

後半も麻機川清掃活動、南部特別支援学校での植樹活動

そして IM、 PETS、 地区協議会と行事は続きます。皆様

のこれまでに倍する協力をお願いし、新年スター トの例会挨

拶と指せて頂きます。

平成 30年 1月 11日  天候 晴れ

ありがとうございました。よろしくお願いします。

≪歳男 口歳女スピーチ≫ 細川 俊彦 君

あけましておめでとうござ

います。私はスピーチが大の

苦手で今 も逃げ出 したいくら

いです 3

去年の年男年女の方は 4名

でしたのに、今年は 2名 とい

うことで、なぜ今年は少ない

のか。理 由があ りま した。これは全国的な傾 向で、戊年生ま

れの人は千支の中で一番少な く、1月 1日 時点で戊年生まれ

は 976万 人、総人 口が 12,660万 人ですか ら、約 77%だ そ

うで、 これは 1964年生まれの人が少ないためです。終戦の

翌年だか らなのか もしれませ ん。私は 1958年 に生まれ で

今年還暦 を迎 えます。還暦の意味をちゃん と調べてみた ら

本来の千支はいわゆる十二支 とも う一つ十千 とい う 10の暦

の組み合わせで 60通 りあ り、生まれた年 と同 じ千支が回つ

て くるので「還暦」。今年は戊戌 (つ ちのえいぬ)に な ります。

十千で成、十二支での成は、陰陽五行説では どち らも土の

陽 とい う同 じ気 にな り、この同 じ気が重 なることを比和の関

係 といいます。この比和は良いことはよ り良 く、悪い ことは

よ り悪 くなるとい う意味だそ うで、良い ことと悪い ことがは

つき り分かれ る年になるそ うです。今年 は何 を選択 し何 を捨

てるかを見極 めることがよ リー層大事にな りそ うです。私 も

今年で会社 を卒業 しますが、今後に向けていい選択を したい

と思います。 あ りが とうございま した。

≪歳男・ 歳女ス ピーチ≫ 武 田 弘樹 君

皆 さんこんばんは。戌年の

武田です。私が生まれたのが

1970年です。当時の出来事 と

しては、大阪万博が開催 され

よど号ハイジャック事件があ

りま した。マク ドナル ドの 1

号店が銀座にオープンしたの

平均は約 2400円 で今から見るともこの年です。年初の日経

不思議な値段です。

≪会長挨拶要旨≫
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12年後の 1982年 、当時の出来事はホテルニュージャパン

の火災、レコー ド大賞は細川たかしの北酒場です。私は中森

明菜のファンでした。当時 12歳 になる年で私は中学で野球

部かサッカー部に入ろうヒ′ましたが、結果的に軟式テニス部

に入 りました。横浜市で 3位、関東大会にまで行きましたが

3年生になる際に進学塾に通 うため部活を辞めました。

その 12年後の 1994年 、オウム真理教のサ リン事件があり

ました。年初の 日経平均は約 17,400円 です。バブル崩壊後

の長 く続 く不況になっていく頃です。私は日興証券に入社 し

長崎支店に配属されます。毎晩のように飲み、寮も先輩 と一

緒でした。プライベー トの確保が難 しい時代でした。

その 12年後の 2006年、私はプライベー トバンキング部に

いて、会社 も私も一番調子に乗っている頃です。会社は当時

シティグループでしたので、半分外資系的な面がありました。

そして今年。千支にまつわる相場の格言は「成、笑い」で

上昇相場の年です。そのような環境下ですので、業務に邁進

し、静岡県内の方々の資産を増やせるように努めていきたい

と思います。

≪会員卓話≫ 「自己紹介」 青島 隆晴 君

私は昭和 40年 、志太郡

大井川町生まれの 52歳 で

す。近所に青島性が多いこ

とから、私の家は「鍛冶屋 J

とい う屋号で呼ばれ、私は

「鍛冶屋のタカちゃんJで
した。ご先祖様は刀鍛冶だ

つたそ うで、その頃の屋号

がそのまま残つているようです。

祖父が建具職人で したので小 さい頃から物づくりに興味

があり、小学 6年生の時、一級建築士になつて建築の仕事を

したいとい う夢を持ちましたc

高校は県立71k原 高校に進学 し、理系専攻で建築への興味が

さらに高まつていきました。剣道部の所属ですc

大学は建築学科のある国立大学を、とい うことで信州大学

に進学 しました。大学時代はバイク、スキー三味です.大学

4年の頃、バブル直前で売 り手市場であつたため就職を希望

しました。その時初めて竹中工務店を知 り、非常に魅力を感

じて入社 させてもらいました。

26歳 の時結婚 し1男 1女 を授か りました。この頃一級建

築士を取得 し、仕事に忙殺 されていきました。勤務地が転々

とするので引つ越 しも多く、仕事に振 り回されて子供の行事

にも参加できずに寂 しい思いをさせてしまったことを後悔

しています。

30歳 の時にバス釣 りにはまり、釣 りの為に小型船舶の免

許を取得 しました。この頃から、40代 50代 と 10年 の節 目

ごとに何か新 しいことを始めようと決意 しまし、50歳 にな

つたときには将来のボケ防止を兼ねてウクレレを弾き始め

ました。

52歳 で静岡東ロータリークラブに入会させていただきま

した。これも何かのご縁ですので、これからいろいろな方 と

お知 り合いになるのがとても楽 しみです。このまま定年まで

静岡勤務の可能性が高いので、よろしくお願いいたします。

≪スマイル報告≫

高田 雅司 君   新年明けま しておめで とうござ

います。残す ところあと半年、皆様

のご協力を宜しくお願いします。

望月 康弘 君   誕生 日のお祝いをいただきあ り

がとうございました。平成になつた

のがつい最近のような気もして「月

日は百代の過客」を実感 します

新聞 桂子 君   暮れに結婚記念 日のお花をあ り

が とうございました。主人亡きあ

と、今の最愛の恋人は 5歳 と2歳の

孫かな。

相原 雄治 君 年末家族会では、家族全員で楽 し

ませていただいた上に、大当た りの

エルメススカーフをゲ ッ トして し

まいました。この運が今年も続 くよ

うに頑張つていきたいと思います。

改めまして、本年も宜 しくお願い致

します。

明けましておめで とうございま

す。昨年末の家族会では、長田さん

に企画か ら当 日の段取 りまで仕切

つて頂き感謝 します。ありがとうご

ざいました。皆様、本年も宜しくお

願い致します。

年末家族会の古橋会員 ご提供の

2万 円相当の高級茶を、お正月に娘

たちと味あわせていただきました。

ありがとうございました。本当にお

いしかつたです。

昨 日、関西方面の年始挨拶に行つ

てきました。その際、伏見稲荷 と西

宮神社に初詣に行き、商売繁盛を祈

つてきました。皆様によつても良き

年になりますように。

12月 21日 の年末家族会は、盛 り

だ くさんのプログラムで楽 しませ

ていただきました。親睦委員会の皆

さんに感謝 してスマイル します。高

田年度も後半戦に入 りました、本年

もどうぞよろしくお願い致 します。

鳥屋原 昇 君

伊藤洋一郎君

村松 重治 君

川崎 依子君

≪出席報告≫

会員数 出席 欠 席 MU 完全欠席 確定出席率

53(49) 5

12/21 55(52) 3 5 8 84 61%

12/14 55(52) 5 11 4 92 31%

55(52) 1 7 4 92 31%

(会報作成 島 武志 )


