
≪ビジター≫ なし

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

10月 26日 杉田 至弘 君

≪副会長挨拶要旨≫

第 2831回例会

≪司 会≫  川崎 依子 君

≪合 唱≫ 「手に手つないで」「静岡東ロータリー」

≪BGM≫  本田 路津子

オ リジナル・ ヒッ ト曲集

(秋でもないのに)な ど

≪ゲス ト≫ 静岡聖光学院副校長  星野 明宏 様

結婚記念 日

10月 27日  杉 田 至弘 君

杉田 至弘 副会長

高田会長 ご出張 とい う

ことで ピンチ ヒッターで

挨拶を命ぜ られま した。

何 を話 した ら良いか と思

いま したが、今 回 10月

26日 は期せず して私 の

誕生 日ですので、同 じ誕

生 日の方の話をさせて頂きます。何人か有名人がお り

ます。今テ レビの司会者で数多 くの番組 を抱えている

マツコ・デ ラックス さん。テ レビが 日本で放送 され る

ようになって 70年近 くにな ります。視聴者のテ レビに

対す るニーズが変わってきたな、と実感 してお ります。

2番 目はジャーナ リス トの桜井 よしこさん。衣着せず、

ス トレー トに語 るあのお しゃべ りは一度卓話に呼んで

みたい と思いますがギャラが追い付かないかなとも思

います。 3番 目はヒラ リー・ク リン トンです。

大方 の予想 を裏切 つて米国大統領 に敗れたのは ご

承知の通 りです3ア メ リカ国民の選択が彼女だった ら

今、米国は ?世界は ?日 本は ?ど うなっていただろ う

と想像 しているのは私だけではない と思います。前置

きが長 くな りま した。同 じ 10月 26日 生まれですが静

岡に特別 に縁がある関 口隆吉 (た かよし)さ んの話 をし

平成 29年  10月 26日  天 候 晴れ

ます。ご承知の方も多いと思いますが意外と知られて

いない、知って欲 しい人物です。初代静岡県知事 関口

隆吉は 1836年 10月 26日 江戸の生まれですが、父親の

幕臣関口隆船が現在の御前崎市佐倉の出身であつたた

め、長 じて静岡県の繁栄に大きな貢献を致しました。

ロータリーでは政治や宗教のお話はご法度 とい う

ことですが、今 日は歴史のおさらいという意味で同氏

の功績についてふれてみたいと思います。関国家の次

男として生まれた隆吉は 17歳 で父の跡を継ぎ、与力と

なり慶應 3年の大政奉還を幕臣として迎えました。

皆様 ご存知の江戸城無血開城は西郷隆盛 と山岡鉄

舟が静岡市伝馬町で合議をし、実つたわけですがその

下準備をしたのが関口隆吉だという史実が残つてお り

ます。そして無事徳川慶喜を駿府に還 し、幕末の戦後

処理に尽力いたしました。明治 3年には慶喜の居る現

在の菊川市に居をうつ し、牧之原台地の開墾 と大茶園

造成事業に着手いたしました。明治政府に請われ山形

県令、山口県令、静岡県令などを勤めたのち明治 19

年 (1886年 )初代静岡県知事に任命されました。官選知

事はその後 36代 まで、公選知事は 37代 の小林武治か

ら現在の川勝平太知事に至ってお ります。隆吉は徳川

慶喜公に重宝され、現在の静岡英和女学校 (静 岡女学

校)の 開校、久能文庫 (の ちの葵文庫)の設立にも尽力致

しました。

隆吉は東海道線の列車事故が原因で 53歳 でこの世

を去 りましたが、長男壮吉は静岡大学工学部の前身浜

松高等工業学校の初代校長、次男新村出は広辞苑の編

纂などその家族はそれぞれ大きな足跡を残 してお りま

す。誕生 日から話が初代県知事の話に飛びました。家

康が大御所として駿府にいた時代の江戸と駿府。当時

はほぼ同規模の人口を擁 し、繁栄を極めましたがこれ

からの東京 と静岡。その魅力の差が益々大きくならな

いよう祈 り代理挨拶 とさせていただきます。

≪来賓卓話≫

静岡聖光学院副校長 星野 明宏 様

『ラグビーワール ドカップを2年後に控えて』

静岡聖光学院の星野と申します。今日はラグビーW
杯が今一盛り上がっていませんので、これを喚起する
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ためにも、ラグビーW杯の話をします。

まず 「選択的知覚Jと
あ りますが、これは情報

のアンテナを立てるとい

うことです。例えば半年

以上前、娘のラン ドセル

を買い に行 きま した が

ラン ドセルに意識 を持つ

た途端 ラン ドセルを持っ

た子がものす ごく見える、これが選択的知覚です。 ラ

グビーW杯 とい う選択的知覚をインプ ッ トしていただ

い とい うお願いです。

ラグビーW杯は、サ ッカーW杯、オ リンピックに次

ぐ 3大 ビックイベ ン トです。 このままい くと決勝戦で

メデ ィアも含めて大いに盛 り上が り、後で事前に興味

をもつていれば ビジネスチャンスだったね、そ うなる

ことが一番の損失 と思つています。ぜひラグビーW杯
とい う選択的知覚になっていただきたい と思います。

ラグビーW杯は、サ ッカーW杯 日韓大会に比べると

試合数で 1.5倍 、期間も 1.5倍 の 1.5か 月です。エ コ

パでは 4～ 5試合あ ります。外国人が 日本 に 40万人来

ると言われていますが、富裕層の家族連れが多 く長期

バカンスで平均 20泊以上 します。静岡には延べ 10万

人以上来るとい う試算です。

4日 に 1回 くらいいい ところに泊まつて、あとは逆

にカプセルホテルみたいな ところに泊まってわいわい

がやがや、観光もそんなにす ごいこと求めていません。

試合は 1週 間に 1回 、計 3試合ほど観 ることにな り

ますが、試合の合間にシンガポールや 中国、東京 。神

奈川 。愛知 。関西圏などに行 くことなく、静岡の地に

わざわざ来てもらうとい う形に意識 を変えてい くとい

うアプローチが必要かなと思います。

ラグビーの試合 を観て飽 きた ら料理 を食べ、そ して

また ラグ ビー を観 た ら今度 はイベ ン トに参加 して と

これか らは複合型が勝負です。 これか らのスポーツビ

ジネス とはそ うい うイベ ン ト・テーマパーク的な発想

で考えることが大切にな ります。

この機会に、是非選択的知覚をインプ ッ トしていた

だければ と思います。

≪スマイル報告≫

川崎 依子 君   10月 19日 の職場見学会はあいにく

の雨 とな りま したが総勢 21名 のご参

加 をいただ き有意義な一 日とな りま

した。お洒落な代官山にある 「スプ

リングバ レーブルー フ リーJでは 6

種類 の ビール を味わいなが らの美味

しいランチ、なかなか予約 の取れな

い とい うANAの 機体整備場見学で

は、間近で飛行機本体や大 きなエ ン

ジン、翼 を見なが ら目か らうろこの

お話 を聴 くことができま した。手配

を して下 さつた大角会員 と森下会員

に感謝、そ して当 日職業奉仕 グルー

プで もな く、親睦活動 グループで も

ないのに引率 して くれた相原会員 に

感謝 してスマイル します。

神野 一成 君  10月 2日 よリフランス・ポーラン

ド・ ドイツ 。オラング・デ ンマー ク

に出張 してきま した。北の方は大変

寒 く、帰 りの飛行機 に乗 り継 ぐため

ドゴール空港 に着いた時の暖か さは

身に しみま したc羽 田に 11日 帰国そ

の ときの気温は 25度 と 9月 上旬並み

で、厚着 を していたため汗だ くで し

た。

翌 12日 は 日本デ ンマーク交流 150

周年記念でデ ンマー ク皇太子 ご夫妻

が来 日、交流記念パーテ ィーが 目黒

の雅叙園で行 われ、私 も夫婦で ご招

待いただき、 日本の皇太子 ご夫妻 と

テーブル を隔てた席 を大使館 よ りご

用意いただき、皇太子 ご夫妻 を間近

で拝見す ることができま した。感激

の極みで した。また席上デ ンマー ク

の農林大臣が 自ら私の ところに挨拶

に来 られ、来年 コペ ンハーゲンでお

会いす る約束をして参 りま したら

望月 康弘 君   先週の職場見学会、クラフ トビー

ルがおい しかった し楽 しく有意義 な

1日 で した。感謝 してスマイル。

脇永 勉 君 エ ン ドポ リオ街頭募金活動に参加

させていただきま した。人生初の募

金活動で した。小学生がた くさん募

金 して くれたのが、 とて も印象的で

した。小学生にスマイルです。 また

募金活動に参加 したいです。

過 日の卓話では、話が壊れて しま

いま した。頭 も壊れかけているので

その修理 に少々かか ります。誠 に申

し訳なかった次第です。

結婚記念のきれいなお花 を元会員

の村松 さん経営の村松園芸か ら頂 き

有難 うございま した。 10月 初め幹事

報告では最後 に載 ってま したが、そ

の時′れでは実感がなかったため遅れ

たスマイル となつて しまいま した。

佐野 哲一 君

勝 山國太郎君

由利 浩志 君   結婚記念 日のお花 あ りが とうござ

いま した。気が付けば 50年、必要以

上に干渉 しない事、長 く続 く秘訣か

もしれません3

鈴木 洋一 君 久 しぶ りの秋晴れです。海か ら眺

める富士 山の初冠雪の美 しさにスマ

イル します。

≪出席報告≫

会員数 出席 欠 席 MU 完全欠席 確定出席率

10/26 54(5

10/19
職場 見学会

54(49) 6938%

10/12 12 6 8824%
10 6 16%

(会報作成 鈴木 広士 )


