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《ゲスト》

《司 会》 新間桂子 君

_《合 唱》 「君が代」
「奉仕の理想J

《BGM≫  G Rossini Andanto oon Variazion

平成 27年 8月 6日 天候 晴

夕方の4時 40分頃にレス トランに入リビールを注文した

ところ、5時以降でないと販売できないと言われてしまいま

した。では注文をするから5時以降に持つて来て欲しいと伝

えましたが、それもノーと断られてしまいました。タイでは

2008年 2月 に「アルコール規制法J力
'施

行され、酒類の販

売に規制が設けられています。お酒の販売許可時間は午前

11時から午後 2時、夕方 5時から深夜 12時までで それ以

外の時間の販売は禁上されています。また仏教関連の祭 日や

選挙の前日 当日も販売が禁上されています。何故ここまで

規制をしなければならないのでしょうか。これはタイにおけ

る仏教の信仰と関連があるのかもしれません。タイでは国民

の大半が小宋仏教 (正式には上座部仏教)の仏教徒であり僧

侶は尊敬の対象となっています。小乗仏教は戒律が厳しく僧

侶は勿論お酒をのんではいけません。そのため小乗仏教の仏

教徒もアルコール規制を受け入れているのかもしれません。

また夕方テレビを見ていたら午後 6時に国歌が流れて来

ました。翌日 日本からの出向者の方に開いたところ毎日朝

811tと 夕方 6時に公共施設、公園、広場、テレビ、ラジオで

国歌が流され、国歌が流れているときは国歌を開く姿勢をと

る必要があるとの事でした。この姿勢をとらない場合には

不敬罪の罪に問われるそうです。出向者の方も周 りの人が立

ち上まって放送を聞いている姿を見て驚いたと言っていま

した。不敬罪は国王、王室に対して、中傷、侮辱、故意を表

した者〈外国人を含む)は 、最長 15年の懲役に処せられる刑

法の罰貝1です。魂地の銀行の日本人スタッフの方と打ち合わ

せをする機会が有りました。その中で現時点における日本企

業の最大のリスクは何かについて話を開きましたが、現在の

軍政権がどうなるのか 政権の混舌日こよつて経済が長期的に

混舌Lしないかと言うことでした。

タイでは軍事クーデターが繰 り返され、政情の不安定な状

態が続いていますが、これらの 2つの法律は その象徴的な

法律なのかもしれません。

《来賓卓話》

「東海道 2峠 6宿のまち歩きJ

NPO法人地域づくリサポートネット

副代表 理事 高木 敦子  氏
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《ビジター》 (―官北RC)
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《本日のお祝い》

お誕生日
8月 18日 浅野裕史 君
8月 24日 新聞桂子 君

《会長挨拶要旨》

タイ出張

タイに観光や仕事で訪問

された会員の皆様も多くい

らっしゃると思いますが

私も先週の金曜日から今週

の火曜日まで仕事でタイの

バンコク、アユタヤに出張

に行つて来ま した。過去

3回訪問し今回で4回 目で

すが他のアジア圏も同じ事と思います711、 行くたびに近代

化 工業化されていることに驚かされます。最初にタイを訪

問したのは、約 30年前の昭和 62年に観光で行きましたが

バンコク市内に多くのスラム街が点在していました。見在の

バンコク市内は、高架鉄道、地下鉄、高層オフィスビル、高

層マンション、ションピングビルなど初回時と比較しますと

隔世の感が有ります。

さて今回の訪間で 2つの事をお話しさせていただきます。

1つ 目はアルコールの販売規制について、2つ 日は不敬罪に

ついてです。

渡辺元男 君

芹澤正明 君

結婚記念日

該当者なし

●

`



「東海道 2峠 6宿 のまち

歩き」私どもが平成 20年 に

この言葉を作りましてから

約 7年間の活動で静岡市の

第 3次総合計画の中にこの

言葉が入るようになりまし

た。私は環境デザインとい

できることは、たとえばファンドを作つていただき支援をし

ていただくなど、IL域にいる方々それぞれが一肌も二肌も脱

がないと 当たり前にあつたものがとんどんなくなる状況に

なっている。なくなってから初めて借しかつたとなるのです

がそうならないように是非皆様にお願いしたいと思います。

《スマイル報告 》

芹澤 正明 君   ぃっもありがとうございます。
曽根 正弘 君   ヮーグナーの聖地バイロイ トで楽劇を見

てきました 留守中の誕生日椰 をヽ有難うご

ざいま丸
宮川 氾 君    ―ヶ月余りの入院でした。私の勝手な

ロータリークラブ定年 (満 80歳超、在籍

20年 )に もなつたことからそろそろと思

いましたが 私が推薦して入会した皆さ

んのことを考えるともう少し頑張るかな

と考えています。ゴルフもや りたいです

しね。
足羽 商治 君   長時間の手術に耐えた妻が 退院してき

ました。以前の様に憎まれ口を言い出した

ので一安心です。大勢の方々のお世話にな

りました。感謝のスマイルです。
新井 勉 君    8月 20日 、会社業務の為欠席となりま

す。当日の全員スマイルには遅れを取らぬ

ように、今日前もつてスマイルさせて頂き

ます。

鈴木 洋一 君   去年の夏はお盆前の台風で 5日 間フェリ

ーが欠航となりました。今年の無事を祈つ

てスマイルしま九
佐野 哲― 君   取敢えず明日までは暑さが倍力0します。

米国で和製ベープルースとおだてられた一

年生の活躍は、北陸初の選抜優勝校の連覇

なる力、 V候補筆頭湘市の暴れん坊相模は

それこれに交じつての二日目 当地代表の

奮間は.送金予定の後援会費を肖1つ てスマ

イソス

浅野 裕史 君   中高時代広島に住んでいた自分にとつて

原爆記念日の今日は、忘れてはいけない日

です。健康に暮らせている日々 にスマイル

しま九
川口 尚宜 君   ぁまりに暑いのでスマイルします。財布

を少し涼しくしました。
小山 宏之 君   今年度初の夜間例会、皆様のご協力のおか

げで無事開催することができました。また

キリンピールの大角さんよリス′ヾ―クリン

グフインのご協賛もいただきました。感謝し

てスマイルしま九
村松 重治 君   来賓卓話に高木敦子さんを迎えて感謝し

スマイルしま丸
力働要 登士樹 君  今年度親睦活動グループのメンパーとし

て、小山リーダーのもと、明るく楽しい一

年、活動となるよう頑張つて参りま丸 ス

マイルもよろしくお願いいたします。

う仕事をしています。景観的にいい町並みを作るとか照明計

画を作るなとしていますが、基本は美しい町にしていきたい

といつた思いがあります。日本の中で美しさというのは多様

性がありいろんなものがあるということだと思います。現在

は新しいものまたは若いものが好かれる傾向にありますが

そうではなく歳をとったりまた時ヽがついたりしても魅カ

的なもの、失つてはいけないもの、そういうものも美しいと

いう概念に入れて次の世代に伝えていく、または磨きあげて

いくまたは新しく作つていく行為が必要ではないかと常々

考えています。町並みを見ると地域の歴史とか文化というの

があるのですが、そのあたりを忘れていろんなものを作り込

んだりすることが多いのです。例えば東海道は二街道のひと

つであり その全ての街道の基点となる日本橋の上に平気で

高速道路を作つたりする事などがあります。

静岡でも浅間神社は駿河の国の総社です.沼津から大井川

を越えて島口まですべて駿河の国ですが、その全部の神社の

総本山であり、または富士官の浅間大社の新官ですから2番

目のところになります。本当は世界遺産に入つても然るべき

ことだと思っていますが、意外と皆さんあっさりとしていま

す。浅間様の価値というものがどこまで分かつているのか疑

間です。このようなことを是正していかなければならないが

何をすればよいのか、まずは二感で感じるために車ではなく

やはり歩くことです。その中で静岡にとつての美しさとは何

だろう 次の世代に残すものは何かを皆で話し合える環境が

あればよいということで道のエコミュージアムという運動

をやっております。東海道の 53の宿場の中で 6の宿場が静

岡市になる。なんとすばらしいことでしょう。

また工街道の中でも東海道は格が違います。街道の重要な

拠点は宿場ですが、宿場の機能というのは幕府から出た情報

とか物資とかを目的地までつなげていくためのリレーの拠

点となります。そして東海道は 100人 100匹の人と馬を用意

したことから他の街道よりも重要でどれだけ期待されてい

たかが分かります。日本人の中でも東海道という言葉を聞い

たことが無い人はいないと思います。このように静岡は東海

道の中心でもあります。今後は街道観光という旅のスタイル

を作り そこが地域ブランドとなっていく。これが 2峠 6宿

の目指す姿だと考えます。現在 10種類のマップ HP 冊

子を作り案内をしています.峠には独特の世界観があります。

それは峠の先には違 う世界が見えるとか来世であるとか独

特のイメージがあります。東海道には峠が工つありますがそ

の中の 2つが静岡にあり、とてもすばらしいことです。この

2峠 6宿を国土交通省の風景街道に登録もしました。また

清水の次郎長生家も私どもNPO法人で平成 24年から管理

をしております。

最後に一番申し上げたいのは、地域の資源をいかして残す

というのはそれぞれの立場の人達が頑張らないといけない

ということです.行政もできることがある、NPOも古い施

設の窓を開けたりとかはできる。ここにいる経済人の方々が

《出席報告》


