
第 2601回例会

≪司 会》  杉田至弘 君

≪合 唱≫  「君が代」「奉仕の理想」

≪BGM≫  「美 しく青き ドナウ」

ウィーン・フォ|レクスオーハ―゙管弦楽団

≪会長挨拶要旨≫

皆さま 明けましておめでとうございます。

今ロータリー年度の前半は年末家族会に到るまで皆

様方の御協力を頂きありがとうございました。後半の

会の運営につきましても宜しくお願い致します。

さて、昨年末には師走のあわただしい中で衆議院選

挙が実施され民主党から自民党を中心とする安倍晋三

政権へ と政権交代が行われました。皆 さん御存知の通

り、デフレ脱却を最重要課題に掲げた経済政策に好感

する企業の声が目立って 「アベノミクス」の実行によ

る「円高の是正」「インフレターゲットを定めた金融緩

和策」「個人消費の回復策」などが期待 されているよう

です。実際にお正月早々に、アメリカの 「財政の壁」

危機が回避されたとい うことでNY株式市場も300ド
ルの上昇があり、東京株式市場も日経平均 292円 93

銭高の 1万 688円 11銭 と東 日本大震災前の水準を回

復 し 1年 10ヶ 月ぶ りの高値で終えました。

難 しい政治の事は兎も角 として、まずは良い年のス

ター トを切ることが出来たのではないでしょうか ?た
だ、私の会社のようにお酒 。食品といった大勢の消費

者の皆様に支えられている産業の業界がこのような景

気回復の好影響を受けるようになるにはまだ少 し時間

がかかるのではないかと思います。早く大勢の皆さん

の仕事が増えて、安心して消費が出来るような時代に

平成 25年 1月 10日 天候 晴

なつて貰いたいと思います。

さて、本国は「年男スピーチ」で勝山会員 。神野会

員・佐野会員・村松会員のお話が聴けます。静岡東ク

ラブも明るく楽しい新年のスター トが切れると期待し

ています。

≪会員卓話》 巳年生まれ年男スピーチ

勝山 國太郎 君

今年の干支は癸巳(みずのとみ)

であり、十干十二支で巳年の最

後の組合せです。次の 12年後

は乙巳 (き のとみ)、 次の 12年

毎に丁巳 (ひ のとみ)、 己巳 (つ

ちのとみ)、 辛巳 (かのとみ)と なり、最後となる 12

年後の 60年 目に今年の干支 (癸 巳)に戻 ります。暦

みが替えることでこれを還暦 と云い、生まれて 60年
目を還暦 として祝 う慣わしは今後も続けられるでしょ

う。今年の 60年前も癸巳であり、昭和 28年生まれの

串山会員の誕生 日が本 国の例会と同じですから、今年

の年男の中でも大変おめでたい年男に当たるのです。

私が生まれた昭和 16年は日本

の歴史にとつてエポックメーキ

ングな年でしたが、我が神野家

も一大転機でした。当時父親は

大阪の澱粉専門問屋に勤めてお

り、野球が好きで甲子園球場の近くに住んでいました。

ところが戦争が厳 しくなり、昭和 16年甘味は贅沢品

とい うことで食糧庁の統制下に置かれ るようにな り

父親もにわか役人として雇用されることになりました。

19年父親が軍に徴収され、熊本の飛行場の警備に赴き

ました。20年終戦 とともに大阪に帰 りましたところ

食糧庁より静岡へ転勤するよう辞令をもらい、それが

縁で静岡に住むことになりました。配給制度がなけれ

ば未だ関西の何処かに住んでいたのではないかと思い

ます。小学生の時は青空教室や林間学校、 2軒隣の同

じ年の悪友平安閣の杉山会長 と毎 日よく遊んだことが

《本日のお祝い》

お誕生 日

1月  1日 上田直弘 君
1月  4日 杉山雄吉郎 君
1月  4日 望月康弘 君
1月 10日 串山正幸 君

結婚記念 日

1月  5日 杉山雄吉郎 君
1月 15日 中村孝則 君

神野 一成 君



思い出されます。時が経つのは早いもので、昔のこと

が走馬灯のように頭をよぎるのは、このような年男の

卓話を話す機会がないとなかなか無いのではないでし

ょうか。

佐野 哲一 君

今回の衆議院議員で一番多いの

は巳年生まれだそ うです。国の

政策を頑張るのは巳年、巳年生

まれの皆さん頑張 りましょう。
「汝を遣わすのは羊を狼のとこ

ろへやるようなものだ。だから

蛇のように賢く鳩のように素直であれ」とキリス トは

宣教に出る弟子に言 うのだそ うです。これを言つたキ

リス トは実は巳年生まれ。他にも歴史上の人物にジャ

ンヌダルクや リンカーン、 JFケネディなどいます。

蛇も大別二種類に分かれ、毒の有るか無しかですが、

無毒の蛇の王者は 14m位 とされる大アナコンダ。毒蛇

の王者はキングコブラ。中国にはそれより凄い奴がい

るとは驚きで 10歩行かぬ うちに死んでしまう猛毒な

十歩蛇がいるそ うで、それに対抗 してか台湾には一歩

蛇だそ うです。そんなすごい蛇が日本にいないか調べ

てみると、日本には発見に懸賞金が掛かつている例の
「つちのこ」力れ まヽした。

蛇年の本年の初詣は町を洪水から救つた自へび伝説の

ある島田の大井神社はどうでしょう。因みに日本三大

奇祭の大井神社帯祭 りは 3年に一度で前回は寅年、 3

年 目は本年の巳年 10月 に大祭です。お金の貯まる蛇

皮の財布にお賽銭を入れてご覧にお出かけください。

一昨年秋に新静岡センターが

リニューアルするのに、この

中心市街地で統一感を持つた

クリスマス事業が出来ないか

と思い、静岡伊勢丹の松村社

長や大型店の代表者、静岡鉄

道の酒井社長に相談、地元テレビ局 4局の営業局長 と

共に中心市街地活性化を応援するとい う地域貢献を合

言葉に昨年 5月 「I Loveしずおか協議会」を設立。

11月 22日 からイル ミネーションとクリスマスツリー

の一斉点灯やスタンプラリー、葵スクエアのスケー ト

リンクなどのイベン トを開催 し、周辺店舗の売 り上げ

アップに大きく貢献したと思います。これを単なるイ
ベン トに終わらせず、中心市街地の活性化に向けて継

続させていきたい。

≪退会挨拶≫ 寺内 秀夫 君

1月 1日 付けで東京に戻るこ

とになりました。短い間でし

たが、本当に皆さんによくし

ていただき、大変楽しいクラ

ブライフをエンジョイするこ

とができました。本当にあり

がとうございました。

勝山國太郎 君

戸塚敦雄 君

≪スマイル報告≫

伊藤洋一郎 君 年末家族会で空気乾燥機 をいただき

木津 誠 君

ました。大阪にいる一人暮 しの長女が

大喜びで持ち帰 りました。ありがとう

ございました。

結婚記念 日のお花ありがとうござい

ます。12月 はお花とクリスマス夜間

例会が続き、家族でロータリーを楽 し

んだひと月でした。

最初の年男の頃は純真無垢な天使の

気持ちで、2回 目は夢を片手に大志を

抱き、3回 日は情熱 と恋とエロチシズ

ムで、次の時は常識 と世代 と世の無常

の間で、5回 目は地を見つめ天を仰ぎ

ため息をつき、さて今回は、安岡正篤

の六中観の心境になるべくスマイル。

癸巳の年男としてスマイル します。

明けましておめでとうございます。

1月 4日 に藤枝 ゴルフクラブの初夢

杯の西コース 7番ホールで第 2打が

カップインするイーグルが達成でき

ました。スマイル します。

1月 1日 付けにて東京に転勤するこ

とになりました。静岡東ロータリーク

ラブでの楽 しい想い出を胸に今後 も

がんばっていきたいと思います。皆様

への感謝をこめてスマイル。

新年明けま しておめでとうございま

す。大角会員にはすばらしいカレンダ

ーありがとうございました。又浜田会

員にはすてきなカ レンダー と手帳を

いただきスマイル します。

年男の挨拶を依頼 されるも京都出張

のため残念ながら初の欠席。まだまだ

20・ 30のつもりでしたが、いつも間に

か還暦。ゼロクリアとはせず、年をわ

きまえた仕事をしなくては、と思つて

います。たまたま本 国は私の誕生 日。

お祝いありがとうございます。

以上、誕生 日、還暦を迎えた年男 とし

て皆様に感謝 してスマイル します。

楽しい年末家族会、有難 うございまい

した。又今 日は誕生 日の御祝を頂き有

難 うございました。昔の古稀は現在で

は稀ではなく普通のことにな りまし

た。世の中の進歩に感謝、感謝です。

明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い申し上げます。

佐野哲一 君

寺内秀夫 君

古橋剛俊 君

串山正幸 君

望月康弘 君

曽根正弘 君

村松 重治 君

≪出席報告≫
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率
56(53)

12/20 57(53) ll 3 8 84 91%

12/13 57(53) 11 4 7 87 04%


