
第 2638回例会

≪司 会≫  高田 雅司 君

《合 唱≫  「我らの生業」

≪BGM≫   限 りなき道ロータリー

≪ゲスト≫  なし

≪ビジター》 な し

《本 日のお祝 い》

お誕生 日

10月 21日 杉本幸子君  10月
10月

10月

10月

10月

10月

結婚記念 日

11日  大村幸代 君

14日 柴田敬之助君

14日  村松重治 君

18日  由利浩志 君

20日  官川 ,巴 君

23日 勝山図太郎君

≪会長挨拶要旨》

今 日は創立記念例会です。昭和 34年 10月 14日 に

創立総会が開かれてから丁度 54年、例会数 も 2,639

回を数えるまでになりました。諸先輩の様々なご尽力

に感謝 したいと思います。

今 日は 10月 10日 、東京オ リンピックが開催 された

日です。昭和 39年ですから、創立記念例会の丁度 5年
後 とい うことになります。そ してご承知のように、2020

年のオ リンピック東京招致が決定 しました。 しか し開

会式が 7月 24日 とい うことで、暑 さ対策は大丈夫かと

余計なおせっかいかも知れませんが、心配 して しまい

ます。

昭和 39年の東京オ リンピックは夏季オリンピック

としては大変遅い開幕でしたが、東京の夏の気温 と湿

度、そして秋雨前線を考慮 して日程が決められました。

統計的に雨が少ない特異 日だつたとも言われています。

実際に前 日は雨でしたが、当日は一転 して朝から絶好

の天気に恵まれました。

当時、私は中学二年生。まだ週休二 日制でなく通常
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平 成 25年 10月 10日 天候 晴

の登校 日でしたが、授業が早めに切 り上げられ、先生

が 「みんな早く帰れつ。開会式だっ。」と嬉 しそ うに

大声を張 り上げていました。オリンピックの期間中、

学校では体育館に 14イ ンチの自黒テ レビが置かれ、昼

休みや休憩時間に生徒 も見ることが許 されました。あ

れは多分、先生が見たかつたのだと思います。

あのときの様々な数字を紐解いてみますと、面白い

ことが分か ります。製造されたメグル数は、金メグル

300個、銀メグル 300個、銅メダル 314個。価格は

金メダル 12,500円 、銀メダル 7,500円 、銅メダル 6,000

円。ちなみに当時の一人当た り国民所得は 30万 円 (月

収 25万円)です。大会後、余つたメグルは鋳つぶされ

ています。日本が獲得 した金メダルは 16個 で、米、ソ

連についで 3位でした。これは 2004年のアテネ五輪 と

同数ですが、競技数はアテネ五輪の 297に対 し東京五

輪は 129で したから、価値ある 16個 と言えます。ちな

みにその前のローマ五輪での金メダルは4個でした。

オ リンピックヘの投資額は、東海道新幹線、首都高

地下鉄を含め 1兆 800億 円、現在価値で言 うと 10兆円

を超えるものだったようです。聖火 リレーで走ったラ

ンナーは 10万 713人、そ して最後に聖火台に点火 した

のが当時大学生だった 19才の坂井義則 さんで した。シ

ンプルな点火でしたが、いま見るととても新鮮です。

開会式でブルーインパルスが上空に描いた五輪のス

モークでは、大変な苦労があったようです。まずスモ

ークがなかなか均一な色にならない、特に黒が 1万フ

ィー トまで上昇すると茶色に変色 して しま う。黒々と

したスモークを出すことに成功 したのは、本番のわず

か 1週間前でした。また五つの輪を綺麗な円形に描 く

のも難 しかつた。百数十回JЬ戦しながらただの一度も

成功 しなかった。 しかし本番ではものの見事にやつて

のけた。これも日本人の底力でしょうか。2020年 も立

派なオリンピックにしてほしいものです。

≪乾杯》

勝山國太郎 君

60周 年まで後 6年、新 しい会員の方もクラブの伝統

を引き続き維持 して頑張ってください。乾杯。
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《記念卓話≫

由利浩志 君

入会は平成 6年 1月 、今年で 20年です。推薦者は

池谷さんとい う大変厳 しい方で、ロータリーの一～十

まで叩き込まれました。当時のクラブ会員数は 80名
2620地 区会員数は 4576名 。チャーターメンバーの蛭

川大先輩から『 ロータリーは入会 したら皆、平等なん

だ。学歴 も財産のあるなしも関係ないんだよ。遠慮 し

なくていい、しっか り勉強しなさい。』と入つてす ぐ言

われました。以来その信念でずっと努めさせていただ

いてお ります。

現メンバーのお父様 (新間様、戸塚様、神野様 )も

いらつしゃいました。大変お世話になりました。また、

立派な先輩の中で本を出版 された先輩もおられます。

・前田修一さん (28期会長)

軍隊時代の経験を書かれた『砲音 (つつおと)』

・坂本豊美 さん(29期 会長、1984～ 5年ガバナー)

米山梅吉記念館理事長 としての経験を書かれた『藍

壷覚書』『米山梅吉先生語録抄』
・川村恭一さん(27期 会長)

静岡鉄道時代からの経理のプロとして書かれた『経

理の本』

・肥田隆輔 さん(40期 会長 )

クラブ会長 として卓話をまとめられた『 ′点鐘』
・鈴木益民さん(44期 会長 )

『在平素 服部二郎闘病 日記』在平素 (あ りへいそ)

とは背伸びをせずに、 日々努力をするとい う意味。
・鈴木英三郎 さん (昭和 50年入会)

軍隊時代か ら現代まで御 自分の仕事を通 しての生

き方を書かれた『キ寿の寝言』

諸先輩に優秀な方が多 く、教えて頂いたことが大変多

かつたと今でも思ってお ります。

平成 8年、入会 3年 目で会報委員長を務めました。

当時B5版で卓話が長 くなると圧縮 され文字が読みづ

らかつた為、正確により読みやす くを目標にB5版か

らA4版に変更。地区大会で開催 された会報コンクー

ルでガバナー賞を受賞 し、大変 うれ しく思いました。

入会 1年 目で、池谷 さんの強いすすめで台北国際大

会に参加 しました。ハー ドスヶジュールの中、姉妹ク

ラブ・台北西南RCの夜間例会に出席。坂本パス トガ
バナーを中心に静岡東 ロータリーの歌を歌つた事を思
い出されます。歓迎の意味で出された鵜骨鶏の料理は

さすがに箸も動かなかった事を覚えています。

親睦旅行は海外旅行に 2度行つています。平成 8年
10月 クラブ初めての海外旅行があり、上海・蘇州 3泊
4日 の旅に 34名 参加。平成 9年にはハワイのオハフ

島に 3泊 5日 の旅行に 22名 参加。稲森 さんの紹介でホ

ノルルCCでのゴルフなど楽しかつた思い出です。国

内では、上高地 と帝国ホテル宿泊の旅に行つています。

すばらしい紅葉でした。親睦旅行 も一生懸命やつた時

代でした。

池谷分区代理事務局や勝 山ガバナーのガバナース

タッフとして地区の副幹事などいろんな役もや らせて

いただきました。役 とは成仏な り。役を通して大変勉

強させていただきました。

最後に、会員増強は言われてやるのではなく、ロー

タリーに入つてよかったといろんな意味で喜びを感ず

る人は、必ず人様にロータリーに入 りませんかと声を

掛けると思います。本当に入つてよかつたと思えるク

ラブにしたいと思います。

≪スマイル報告》

由利浩志 君   創立記念例会でロータ リーの思い

出を少 し話 させていただきました。急

なお話 しで したので何の準備 も出来

ませんで したが、音の資料なつかしく

目を通すことができました。

稲森照男 君 当クラブチャータメンバーの写真

の中にのつておりました。喜んでスマ

イルします。

大村幸代 君   クラブの年間行事の中で特にいい

なと思 うのは自宅にお花が届 くこの

プログラムです。始められたのはどん

な方だったのでしょうか。我が家にも

明日届 くと思います。結婚記念 日のお

花をあ りがとうございます。

戸塚敦雄 君   10月 3日 、東京出張の為に新入会

員の細川様の情報委員会のお役 目を

前 ロータ リー情報の佐野会員にお願

い致 しました。お世話になりましたの

で感謝 してスマイル します。

村松重治 君   34回 目の結婚記念 日を迎えます。

4月 に 60才 になりましたが、次女が

大学に入つたばか りで、まだまだ夫婦

で頑張 らねばなりません。

河井哲哉 君   結婚記念 日、お花ありがとうござい

ました。妻 ともども、お花が届いて結

婚記念 日に気づきます。本当にありが

とうございました。

大角晋朗 君   昨 日は静岡東 ロータ リークラブ B
クラスゴルフにて優勝いたしました。

参加 された皆様に感謝 してスマイル

します。

高田雅司 君   静岡東 ロータ リークラブの創立記

念を祝 して _。 そ して、昨 日のBク

ラスゴルフ会の正式発会をお祝い し、

スマイル !

勝山國太郎 君  結婚祝いを頂けるのはまだ先のこ

とと思っていましたが、本 日の幹事報

告に記載 されていたことで忘れない

ようにおネLの スマイル として。

鈴木洋一 君   10月 9日 に初孫が生まれました。

新 しい生命の誕生に感謝 してスマイ

ル します。

≪出席報告》
出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

10/10 5766) 7

10/3 5766) 11

9/19 5665) 44 11 6 5 90 90%


