祝 第 3000 回例会

令和 3 年 11 月 4 日

トしたそうです。今は誰でも参加できるのですが、暗黙の加

≪司会≫ 長田 きみの君

入条件は「空気の読める、協調性のある女性」とうことで、

≪合唱≫ 「君が代」

できれば血液型が B 型でないことです。現在２０名ほどの女

「奉仕の理想」
≪ソングリーダー≫ 榛葉 英二君

性が line 登録しています。
基本的に毎週月曜日に開催されていて、リバー富士を拠点

≪ゲスト≫ なし ≪ビジター≫ なし

としていてセルフで回ります。１ヶ月半ほど前に、開催日の

≪本日のお祝い≫

お知らせがきます。自分が参加したい日をグループ line に送

・お誕生日

ると、ママが組とメンバーを決めて予約してくれます。とて

該当者なし

もマメで面倒見の良い女性です。

・結婚記念日

さて、女子会ゴルフには無駄な動きを省いて、サクサクと

11 月 10 日

古橋 剛俊君

ラウンドを進められるよういくつかの決め事があります。

11 月 10 日

鍋田知佐人君

① キャディバッグが積み込まれた位置で、カートに座る場
所が決まる。

≪会長挨拶要旨≫ 川﨑 依子会長
本日は今週金曜日にあすなろゴルフ会もありますので、ゴ
ルフのお話をします。
四季折々の風景を眺めながら、緑の中でゴルフをするのが
下手ですが大好きです。ボールがどこに飛んだのかと必死に
遠くを見るため、最近視力も良くなったようです。
コロナ禍でも唯一外に出かけられて、体を動かし、友人た
ちに会って話ができたのでストレスを溜めることなく過ごせ、
ゴルフをやっていて本当に良かったと思います。
ゴルフを始めて数年がたち、そろそろ、もう少し頻繁にラウ
ンドに出たいと思っていたころに、女子会ゴルフを教えても
らいました。
ご存知の方も多いかと思いますが、
「ラ・ルージュ」という
ラウンジバーのママがライオンズのお客様に、奥様たちをゴ
ルフに連れて行って欲しいと頼まれたのがきっかけでスター

② ドライバーを最後に打った人は、クラブを戻さないで
すぐにカートに乗って移動する。
③ ドライバーを返したときに、次に打つクラブを２,３本持
つ。
④ グリーン周りでは、終わった時にカートに戻る方向に使
わないクラブを置く。
⑤ 最初にホールインした人が、まだパターを打っている人
の置いてあるクラブを持って、終わるのを待つ。
こうすると、女性４人でもハーフ２時間１０分ほどで回るこ
とができます。あと問題なのは、私のゴルフの腕だけです。
練習場ではうまくできるのに、１回勝負の草の上に出ると、
別人になってしまい、いつも通り打てません。メンタルも鍛
えて何とかスコアを伸ばしたいと思っている今日この頃です。

≪新入会員卓話）≫ 伊藤 裕次君
「自己紹介 ～静岡への貢献～ 」
８月 19 日に入会しましたが、翌

急東横沿線ですが、東京の私立大学に進学して贅沢してはい
けないと思い、生協で自由が丘の４畳半風呂無しアパートを
掘り出しました。

日から休会に。実質入会１カ月の新

・大学時代の同じゼミ生で静高出身、現在静銀勤務の友人が

人会員です。改めて宜しくお願いし

いて、一昨日飲んだところです。

ます。

・バブル中期で、経済が上り坂の昭和 63 年に就職活動。ま
だ都銀が 13 行あった時期で、同期も大半が銀行、生損保等

★生まれ・育ち

に進みました。

・生まれは、広島県の三次（みよし）というところ。ＪＲ西

・私も当初は銀行周りをしていましたが、62 年に分割民営化

日本のポスター等でも使われています。

して間もなく、
公共性の高い仕事を民間の仕組みで取り組め、

・親族は広島中心で、その流れで、小学生の頃から野球は広

今後大きく変わっていきそうだということで、ＪＲ東海に入

島、中日のハイブリッド。今季はともにＢクラスでした。

社しました。

・名前は、
「いとうゆうじ」
。漢字に「次」を使っているので、

★仕事

次男とよく聞かれますが、何故か長男。年配の方には石原裕

・入社は、1989、平成元年。ＪＲ東海の大脇静岡支社長とは

次郎と同じ漢字、で通じました。

同期になりますが、
大脇さんは大学院卒で兄貴分になります。

・そんなこともあり、少し渋いかもしれませんが、石原裕次

・入社直後は、財務部や経営管理部といった部署で、上場に

郎の、ライブでは「太陽にほえろ」からですが、若い頃、昭

向けた準備等を行っていました。

和 30 年代前半の映画を多く見ました。

・次の部署、東京企画部で新規事業を海外でもやってみよう

・生年は昭和 41 年７月、55 歳。世でいう「丙午」の年で、

ということで、キッコーマンと合弁でＪＲＫ（ＵＫ）という

出生数は前後の年の３／４位で、確かに中学校では前後が８

会社を設立し、ロンドンでレストラン事業をしたり、逆に英

クラス、我々は６クラスでした。４８年の 209 万人をピーク

国から、新幹線車内で販売するウィスキーの小瓶を輸入した

に、足元では 80 万人。急速に少子化が進んでいます。

りしていました。海外にもけっこう出掛ける等、現在の生活

・幼少の頃、愛知県に移り、県内で何カ所か引っ越した後、

とは隔世の感があります。

知多半島の知多市という街に落ち着き、そこで小中高 12 年

・広報部で、広告の世界にも触れ、再びの東京企画部でエク

間を過ごしました。第一のふるさとです。

スプレス予約の立上げにも携わりました。今年でサービス開

・ちなみに、愛知県は、大きく尾張と三河に分かれ、三河は

始から 20 年。当初は会員５万人からスタートしましたが、

豊橋中心の東三河と、
岡崎・豊田中心の西三河に分かれます。

現在は、約 800 万人、指定席利用率約 40％とすっかり新幹線

知多半島は、尾張に分類されますが、人口等の割には、県内

の基本サービスとして定着しました。

でも目立たない存在です。海が基本ですが、酢や酒、醤油、

・名古屋の駅ビル会社への出向を経て、Ｈ20 年前後には、再

味噌等醸造の街の半田や焼物の常滑がスポットです。ちなみ

び財務部で、米国の影響を受けた、四半期決算や、Ｊ－ＳＯ

に「招き猫」の生産は日本一です。

Ｘと呼ばれた内部統制対応をしました。

・高校は、半島内の半田高校に通いました。通学は、自転車

・その後は、先日の入会時に推薦者のパルシェ長谷川社長か

で、ふた山超えて片道 10 ㎞超となかなか大変でした。田舎

らもご案内頂きましたが、
秘書部に勤務し、
長谷川社長から、

の普通の公立高校ですが、経団連の会長、平岩外四さん、榊

秘書のあり方を学びました。

原定征さんを輩出したということが話題になりました。

・その後は、昨年、
「職場見学会」で行っていただいた「総合

・当時、大学は東京に行くものだと思い込んでおり、昭和 60

研修センター」を三島と名古屋の施設を統合し、新たに立ち

年に慶応大学の経済学部に入学しました。どうせ住むなら東

上げました。今年で設立１０年になります。

・名古屋駅を中心として、岐阜や津など３県の商業施設を開

２社が担っています。

発する会社を経て、豊橋の駅ビル会社に行きました。駅ビル

・当社の事業エリアです。静岡県内、アスティ静岡を主体に

開業 50 年のリニューアル、また、初めてロータリアンとな

アスティ 11 施設、三島～浜松の高架下における開発や駐車

った地です。設立 60 年超、会員数 50 人で豊橋Ｎｏ２クラブ

場運営等を行っています。ＪＲ東海静岡支社、静岡ターミナ

と、静岡東クラブと共通するところもあり、良い経験をしま

ル開発、そして当社、まさに３社とも当静岡東クラブメンバ

した。

ーですが、この３社で静岡の鉄道をベースに主な関連事業を

・三島と豊橋での勤務について、補足します。

しっかり担っています。

見学会に行かれた方には説明が重複しますが、新入社員研修

・最近の開発事例として、アスティ静岡西館のリニューアル

では、平時では、1,000 人が宿泊し、規律と一体感を徹底的

を今年の４月に終えました。コロナの影響で３期に分けまし

に学び、その他の期間は、運転士、車掌の養成や鉄道の技術

たが、地元店舗の誘致と開放的な空間造りで集客力のある施

教育を学びます。

設にできたと思います。

・全社員にしっかり教え込むことが、経営理念と第２経営理

・足元では、先月 10 月に、アスティ静岡東館に新たに２店

念と言える安全綱領です。
「日本の大動脈と社会基盤の発展に

舗を開業し、これで「静岡グルメ店 10 店舗」を集結させる

貢献する」
、日本の大動脈、これは東海道新幹線とリニア中央

ことができました。また、付帯ですが、インターネットアマ

新幹線、社会基盤とは在来線や関連事業を指しますが、その

ゾン商品の受取専用ロッカーを新幹線改札付近に静岡県内の

発展させ社会に貢献していく使命があるという趣旨です。

駅では初設置しました。私も既に何度か利用していますが、

・そして、安全も大前提で、一項で「安全は輸送業務の最大

単身赴任の方等には便利な設備だと思います。

の使命である」と謳い、これらを実践も通じて、徹底的に体

・トピックとしては、当社アスティ静岡開業 30 年と、清水

にしみ込ませます。

エスパルス誕生 30 年のコラボ企画を展開中です。もう少し

・三島は、私の静岡県での初勤務で、毎日、富士を仰ぎ、湧

正確に言いますと、1991 年２月にＪリーグ承認、1992 年７

水の源兵衛川などもよく散策しました。

月の初試合をクラブ誕生日としていますので、来年７月の誕

・もう一つだけ、前職の豊橋でのお話しをさせて下さい。豊

生日を一緒にお祝いしようと話しをしています。あと、お恥

橋駅は、昭和 25 年、日本初の民衆駅（国鉄と地元の共同出

ずかしい話ですが、
「エスパルス」の名称はもちろん認識して

資により設立された商業施設を備えた駅）で、昨年 70 年、

いましたが、その意味合いを静岡に参るまで知りませんでし

そして、昭和 45 年に駅ビルを開業し、昨年 50 年を迎えまし

た。Ｓは、清水、静岡、サッカーのＳ、パルスは鼓動・躍動、

た。豊橋駅は、静岡鉄道管理局管内駅であったこともあり、

つまりは『清水、静岡、サッカーの胸の高鳴り』
、今更ですが、

今でも、静岡には大変親近感を持っています。その 50 周年

素朴に感動しました。

を機に、大がかりなリニューアルを実施しました。

★まとめ～抱負

・観光協会の役員もやっておりまして、
「手筒花火」
、
「路面電

現在自宅は名古屋市内、家族は妻と大学生の娘二人、各々京

車」
、
「カレーうどん」を、この場を借りてＰＲさせて頂きま

都と宮崎に下宿しており、４人家族４世帯というなかなか大

す。

変な状況です。

・そして、今年の６月末に静岡に着任しました。

・そして、皆様に語るような特段の趣味はありません。気ま

ＪＲ東海グループの不動産部門には、10 の会社があります。

まに本を読んだり、コンサートや野球を見たり、また、小旅

基幹会社は、名古屋のセントラルタワーズ・ゲートタワーズ

行や散歩で路傍の自然に触れるとホッとします。少しマニア

の運営会社、そして、静岡地区は、パルシェ・沼津アントレ

ックなところでは、最近ほとんど見かけない「ピンボール」

という駅ビル会社を運営する静岡ターミナル開発と、県内の

を各地に探し求めたり、カラオケは一人でカラオケボックス

地べた部分を担当する当社ジェイアール東海静岡開発という

に行ったりするくらい好きなので、懸念が払しょくされまし

たら、お酒とともに、お付き合いよろしくお願いします。
・着任して間もなく、アスティ静岡 30 年をきっかけに静岡
新聞さんから取材を受けました。その中で語った抱負を記事
から抜粋します。
『県内広域にわたる駅と沿線エリアの開発で
にぎわいを創出し、静岡のさらなる発展に貢献することが使
命。これまで名古屋駅構内の商業施設や豊橋駅ビルの開発な
どに携わった経験を生かす。そのためには地域に根を張るこ
とが大切だ。さまざまな人の思いを聞くことで溶け込んでい
きたい。
』
先輩会員の皆様、静岡の発展のために尽力してまいります
ので、何卒、ご指導ご鞭撻をよろしくお願い致します。
≪スマイル報告≫
古橋 剛俊 君（結婚記念日の御礼）
鍋田 知佐人君（結婚記念日の御礼）
大脇 順実君
私は川崎会長のことを「会長」と言うのですが、私の秘書
は「よりちゃん」と呼んでいます。私も『よりちゃん』と
呼んでも許してもらえるようにスマイルします。
また、来春４月２日からロングラン上演される、劇団四季
の「リトルマーメイド」の製作発表会が本日行われますの
で併せてスマイルします。
栗木 良彦君
先週の例会に初めて zoom で出張先から参加させて頂きま
した。準備へご尽力頂きました皆様に感謝してプチスマイ
ルします。
≪出席報告≫
会員数

出席

欠席

ＭＵ

完全

確定

欠席

出席率

今週

50（49）

43

6

0

6

87.76％

前週

50（49）

37

12

5

7

85.71％

前々週

49（48）

40

8

2

6

87.5％

10 月の暫定出席率は 87.64％。目標は 95％です。MU をお願
いします。
（会報作成 榛葉英二）

