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2015 －16年度　RI会長　K.R. “ラビ” ラビンドラン ／ Be a gift to the world

「君が代」「奉仕の理想」

杉山　　直会員

5月18日（水）
静岡北・西合同例会
ホテルセンチュリー静岡
（プログラム委員会）

本日の例会案内
5月24日（火）
次年度委員会引継・打合せ
（次年度会長・幹事）

次回のプログラム（第1230回例会）

出席報告

司会進行 森崎　和敏幹事 ますが、私たちがなぜロータリアンになったのか、これからどうあり
続けるべきかを、建前論ではなく本音で問うならば、それぞれ
違う答えが出てくるのだと思います。入会した動機も、奉仕活動
をしたい、活動の輪を拡げたいというキレイ事から、単純に仲間
が欲しい、自分の経歴にハクを付けたい、ロータリーの集まりを
自分の利益に繋げたいなどなどリアルなものまでいろいろありだ
と思います。
入会の動機はどうあれ、私たちは今、静岡北ロータリークラブ

の会員という共通項を持って、毎週火曜日のお昼にここに集ま
っています。この現実をどう受け止めるのかについても、皆さん
それぞれの思いがあるでしょうが、私は、これをひとつの大きな
縁、出会い、人の繋がり、人間関係だと捉えます。実は、自分の
家族・親戚から始まり、となり組、幼稚園、各種学校、学校内外
の活動組織、卒業後の就職先の職場そして転職先もみな、同
じような人との出会い、繋がり、人間関係です。これら人間関係
の大半は時の流れとともに消滅し、入れ替わってゆきます。
そして、最後は一人になり、人生の終焉となります。それは殆ど
一人であるように思えます。人は、心身ともに衰えの究極に至
り、周囲への意識がなくなり、死を迎えるからでもあるでしょう。
そうであるからこそ、私たちは、年をとり、死により近づくに
つれ、人の出会い、人間関係を大事に扱うことができるのでは
ないかとも思います。かつてさほど気に掛けず、むしろ粗末にし
ていたかもしれないけれど、です。
私も実は高齢者の仲間入りをし、出生よりも死の方にはるか

に近いところにいます。だからこそ、静岡北ロータリークラブでの
出会い、人間関係を大切にしたいと考えています。いろいろな
個性の持ち主の集まりですから、気が合う人、合わない人、あま
り顔を見たくない人、多分、皆さんの本音もそのようなもので、
ここでキレイ事をいうつもりはありません。会員それぞれの生活
背景、サイクルもしくはパターンは違うし、とことんお付き合いは
あまりないのかも知れません。それでも出会い、縁すなわち人間
関係なのです。どうやって自我をうまくコントロールし、仲間と適
切な距離を保ち、調和し、同じ空間を共有して楽しむか、それが
人生のダイナミズムではないかと思ったりします。
皆さん、静岡北ロータリークラブの会員であることを今もう一度

見直し、現在を精一杯楽しむポジティヴな人生は如何でしょうか。

今月は青少年奉仕月間です。子クラブである静岡北ローター
アクトクラブのこと、ローターアクト活動の歴史、趣旨ないし存在
意義などは既にお話ししてきましたので、今回は省略させて頂き
ます。
ただ一言、ローターアクトクラブともに、本年度、あと５月と６月

を残すだけですが、各月の第２水曜日の午後７時から葵区紺
屋町のクーポール会館で行われる第１例会への出席を、既に
取り決めているローテーションに従い、お願いする次第です。
ローターアクト活動の維持と活性化のためには、親クラブである
当ロータリークラブの協力、サポートが不可欠であります。
さて、本日は、ロータリークラブに対する私の思いをお話しさせ
て頂きます。というより、この静岡北ロータリークラブそのものへの
思いをです。
ロータリーの趣旨、理念なりはものの本を読めばわかると思い

会長挨拶 津田　　薫会長

開会点鐘 津田　　薫会長

ロータリーソング 北條由美子会員

2016年5月10日  ［火］　 第1229回例会　天候：　

月　日

4／19

4／26

5／10

会員数

32（31）

32（30）

32（32）

出席数

23名

22名

29名

欠席数

8名

8名

3名

メークアップ

3名

－

－

改正出席率

83.87％

－

－

幹事報告 森崎　和敏幹事

閉会点鐘 津田　　薫会長

おめでとう 森崎　和敏幹事

スマイル 吉田　空玄会員

会員卓話 石川たか子会員
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［担当：大橋（利）］

・米山梅吉募金のお礼状。
・熊本地震の募金、ご協力ありがとうございました。
・次週は、静岡北・西合同例会。
（ホテルセンチュリー静岡）
・本日例会終了後、理事会を開催します。

■内田　英男会員
石川さん、今日の卓話楽しみにしております。
■神谷とき江会員
本日の石川たか子さんの卓話楽しみです。
いつも素敵なお話で楽しみです。
■鈴木　真吾会員
結婚記念日のお花、ありがとうございました。
■河瀬　卓二会員
4月26日の結婚記念日には、立派な花をありがとう
ございました。
皆様のおかげで毎日を楽しく過しております。
〈事務局〉
■山口　雅美様
5月8日、私の誕生日にシンデレラ城のベンチで、彼から
プロポーズをして頂きました。
婚約指輪が誕生日プレゼントでした。
とても幸せなので、大好きな静岡北ロータリークラブで
スマイル致します。

誕生日／5月11日
5月18日
5月18日

メモリアルデー
結婚記念日／5月19日

5月23日

戸﨑　博隆会員
鈴木　　勉会員
吉田　空玄会員

北條由美子・年男さん
成竹　香澄・真樹さん

「駿府九十六ヶ町　
　　　　町名おこし」

駿府九十六ヶ町　町名一覧

今も続く町名
1. 呉服町
2. 両替町
3. 紺屋町
4. 七間町
5. 人宿町
6. 梅屋町
7. 上石町
8. 新通
9. 川越町
10. 本通
11. 大鋸町
12. 大工町
13. 研屋町
14. 柚木町

15. 土太夫町
16. 車町
17. 上桶屋町
18. 茶町
19. 馬場町
20. 材木町
21. 安倍町
22. 宮ヶ崎町
23. 安西
24.〈東・西〉草深町
25. 伝馬町
26. 横田町
27. 横内町
28. 八幡（小路）町

消えた町名

※丁目の表記はのぞく

1. 江川町
2. 札之辻町
3. 花陽院門前町
4. 鍛冶町
5. 横内田町
6. 平屋町
7. 下桶屋町
8. 下石町
9. 下魚町
10. 上魚町
11. 常慶町
12. 江尻町
13. 藤右衛門町
14. 寺町

15. 毛皮町
16. 安倍川町
17. 本通川越町
18. 堤添川越町
19. 新通川越町
20. 西寺町
21. 四足町
22. 新谷町
23. 御器屋町
24. 御台所町
25. 鋳物師町
26. 猿屋町
27. 院内町

駿河は・・・・・・
古代文献では珠流河と三文字表記され、国名の由来は
富士川の流れがきわめて猛く疾く、するどき河であるからとも
言われています。
府中は・・・・・・
国府（今で言う県庁所在地）の中心地。

 九十六ヶ町とは・・・・・・・・・
徳川家康が大御所として駿府城に入った翌々年の慶長
14年（1609）、町割り（都市整備）を行った時の町の総数を
指す言葉です。駿府城下町の総称でもあります。城下町には
職人・商人ら町人が職業に応じて各町に配置されました。
奈良時代に遡る古代からの町名や、今川時代からの町名も
散見できます。戦国大名今川氏が建設した府中を下敷きに、
新しい城下町作りに賭ける家康公の理念が町名からも伝わ
ってきます。
慶長の町割りは一大区画整理事業でした。戦国時代の
〔袋小路形式〕を止め、京都式〔基盤の目形〕に通路を構成
し、400年以上を経た現在の静岡市の基盤となっています。
「駿府九十六ヶ町」の言葉は、「駿府広益」、「駿国雑誌」、
「駿河国志補遺」などの江戸時代の町方の諸資料に一般
的に用いられています。

 なぜいま？
近年日本中で町名、地名の変更がされてきました。それらは
その土地の歴史文化と共にあり、単なる表示ではない筈
です。幸いなことに静岡市には家康公の時代の町名がまと
まりを持って残っています。全国的にみても貴重な文化財と
言えましょう。
今でも市の中心部に位置し、そこでは生き生きと日常の商売
が営まれ、代々技を伝えてきた職人さんの伝統工芸も地域
産業として静岡経済の一翼をになっています。
町名をしっかり見直すことで、その中にある静岡の宝物が
もっともっと輝きだし、生かされるのではないでしょうか。
他のどこにもない独自文化を全国にアピールし、次の世代に
きちんとバトンタッチできることを願っています。

 駿府とは・・・・・・・・・
駿河国の府中の短縮形。駿河国は静岡県中部、東部に
あたる旧国名です。西は遠江国と、東は伊豆国と接していま
した。古代、人々は自分の行動範囲の地名さえ知っていれば
よく、広範囲な国の名前を必要としたのは中央政権です。
遠江は遠淡海（とおつあわうみ→とおつおうみ遠近江）、遠く
にある近江だったのです。（淡海は琵琶湖のこと）

す る が


