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◆幹　事◆ 大橋　利昭
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幹事報告 大橋　利昭幹事

岸　　好子会長

林　　大樹会員
「君が代」「奉仕の理想」

豊吉　保詩会員

大橋　　知文様
さとふみ例会見学者　㈱静岡テレビセンター

　　　　　　　　代表取締役

豊吉　保詩会員

11月13日（火）
会員卓話
「ロシアについて」　白井  幸徳会員
「クリーニング業界の現状」　成瀬  重夫会員

11月20日（火）
クラブフォーラム
ロータリー財団月間に因んで
地区ロータリー財団委員会　曽根  眞人副委員長
R財団・米山記念奨学会委員会

月　日

10／16

10／28

11／6

会員数

28（25）

28（26）

28（28）

出席数

11名

12名

22名

欠席数

14名

14名

6名

メークアップ

7名

－

－

改正出席率

72.0％

大橋　利昭幹事

2012年11月6日  ［火］　 第1070回例会　天候：　

皆さんこんにちは。
今日は急激に寒くなりました。風邪を引きはじめた方もみう

けられます。
皆さんお大事に1週間過ごしてくださいね。そして、朝ワイド

ではアメリカの報道にたくさんの時間を費やしています。
残す1日、最後のお願いというのは、アメリカでも随分ヒート

アップするようですね。明日からのアメリカの顔はどなたになる
のでしょう。
さて、本日「例会見学訪問」でお越しくださいました、㈱静岡
テレビセンター 大橋知文様、ようこそお越し下さいました。
お時間の許される限り、北クラブの皆さんとのお時間を是非
お楽しみくださいませ。
さて、10月はホーム会場を離れての例会が多く、今日は
大変久しぶり（1ヶ月ぶり）の通常例会です。10月16日は、
奉仕プロジェクト委員会の職場見学会でした。シリアスな原発
問題が続く中、貴重な見学でした。
そして28日は、例会日変更しての西クラブとの「植樹とバー
ベキューのつどい」。当クラブは、ローターアクト含む23名の
出席でした。米山奨学生インターアクト、そのほかのゲスト参加
で総勢100名を超えました。
あいにくの雨の中でしたが、梅ヶ島の大谷崩れで植樹の
意義の説明に、皆さん熱心に耳を傾けられ、その後、山に
入って植樹。本当にご苦労様でした。
その分、あとのバーベキューは美味しく楽しく過ごせまし
たね。ありがとうございました。
そして今月は会員卓話を中心の例会ということで、とても
楽しみな1ヶ月になりそうです。
僭越ですが、「耳を傾けて聴く」傾聴には二つのスタイル

があります。目を閉じて、雑念を除けながらしみじみ聞く。
話し手の表情やパフォーマンスから、更にふかいイメージを
楽しむ…などだそうです。私は欲張りなので両方です。
本日の会員卓話の米田さん、楽しみにしています。
よろしくお願い致します。

岸　　好子会長

・11月のロータリーレートは1ドル＝80円です。
・〈市内RC 11月例会変更〉

・ガバナー月信11月号、地区大会ご案内
　16、17P・・・分区自慢屋台紹介されています。
　19P・・・・・・・・チャリティゴルフコンペの掲載。
・次週は理事会を開催します。

12日（月）

20日（火）

静岡中央

静 岡 南

日　付 クラブ 場所／時間
グランドホテル中島屋
17：00～18：00

グランディエール ブケトーカイ
11：30～12：30
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委員会報告

大橋　利昭幹事

津田　　薫会員

米田　　實会員

閉会点鐘 岸　　好子会長

［担当：山田］

会員卓話

おめでとう

スマイル

静岡北RACスマイル

会員増強・維持委員会  菅沼　恵慈委員長
・新会員候補名簿のフォローを宜しくお願いします。

趣味同好会  杉山　直委員
・親睦ゴルフコンペ開催のご案内

私の趣味「お城めぐり」についてお話を
します。
20歳代前半より趣味というより、お城の
魅力にはまってしまった様です。但し、図
書館へ行って史料を詳しく調べる様な
専門的ではありません。ただお城の近く
へ行き、堀があり、石垣があり、天守があれば眺めているだけ
で幸せな気持ちになります。
家の設計図のようにお城には縄張図というものがあり頂ける
ところもあります。予備知識ができ、想像力が膨らみます。その
時代の当主の気持ち、背景、その後の推移等、自分で勝手
に空想し、そんな時は気持ちが和みます。
私の仕事（給食）は全国的なフランチャイズ加盟しています。
北海道、沖縄以外各県で加入しています。時 も々ち廻りの
会合があり、そんな時予定を一日延長して出掛けます。お城
の近くに宿をとり、お城の周りを散歩します。お城は見る場
所、角度によって眺めが随分変わります。翌日は開門前より
出掛け、午前中に帰路につきます。城によってはデパートより
人手が多いところもあります。

私の趣味 「お城めぐり」

■神谷とき江会員
米田さんの卓話、楽しみにきかせていただきます。
■鈴木　　勉会員
杉山年度の年度経過報告書が届きました。一読して
感慨ひとしおです。あらためて皆様のご協力で1年
の仕事がなんとか完遂したと思いました。心から感謝
の気持ちで一杯です。本当にありがとうございました。
未熟な幹事で済みませんでした。
それにしても、今年度の例会出席率の高さは賞賛
すべきものと思います。
■大橋　利昭幹事
・年度経過報告が出来上がりました。遅くなってすみ
ませんでした。
・年賀状のサンプルをボックスに入れさせていただきま
した。宜しくお願いします。
■杉山　　直会員　■成瀬　重夫会員
先日の第5分区ゴルフコンペ、大変お世話になりました。
参加賞のひもの、大きく、美味しい物でした。
成瀬、40位／大きなカニ、直、ブービー／ゴルフボール
1ダース、参加費以上の景品をもらい、大満足でした。
■菅沼　恵慈会員
メモリアルデーの記念鉢、ありがとうございました。
また先日、分区懇親ゴルフコンペで、成績はイマイチ
ですが、ペリアハンデに大きく助けられ、3位の賞品を
いただきました。ダブル感謝です。
■津田　　薫会員
かなり遅くなりましたが、誕生日のお祝い、ありがとうご
ざいます。
■前野　克己会員
ずいぶん長く欠席してしまいましたが、この間、薩摩・
開聞岳、愛鷹・位牌岳、箱根・明神、明星ヶ岳に行って
きました。
ああしんど　深まる秋に　笑うひざ

■津田　　薫会員
10月28日の梅ヶ島での植樹とバーベキューのつど
い、欠席申し訳ありませんでした。
ローターアクトクラブからの参加があり、新世代委員会
としてはホッとしています。

メモリアルデー
結婚記念日／11月 3日

11月 5日
11月11日

白旗保則・畝津子さん
菅沼恵慈・孝　子さん
石垣徳夫・富　子さん

▲（姫路城）
築1580、1601年　平山城
豊臣秀吉、池田輝政
国宝8件、大天守他8件、重文74件

◀（熊本城）
築1607年
加藤清正
重文13件、
清正流高石垣
12基の槽が現存
天守は復元です。

▲（彦根城）
築1604年　平山城
いろは松を通り
天守へと回り道。

▲（竹田城祉）
築1592年　雲海に浮かぶ城祉が
絶景です。総石垣の立派な山城に
築城した赤松広秀は5、6万石の小
大名。秀吉はこの城域を防衛の要
として造らせた。石垣を積むのに13
年もついやした。

◀（松江城）
築1607年　
平山城
塀を巡り、城山公園
を歩けば風情が
楽しめる。

◀（備中松山城）
築1605、1681年
山城
麓には城下町の
面影が残る。

◀（岡城祉）
築1594年　
中川秀成 小大名
壮大な高石垣から
九州連山が望まれる。
瀧廉太郎の「荒城の
月」。この荒廃したイメー
ジから作曲された豊後
竹田駅下車、車10分
歩き30分位　
武家屋敷多く有り

●日本の代表的なお城 ※いずれもスケールの大きい（壮大な）お城です。

●私の好きなお城 ※いずれも城下町の風情が色よく残っている。

●私の好きな城祉
※お城の美しさの裏側には強者達の壮絶な歴史が籠められている。
　山頂に登ると何故、山城を造るか納得できる。


