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（第1256回例会）

出席報告

12月6日（火）
ゲスト卓話
山田　幸弘様
「ローターアクト静岡地区代表の活動報告」

本日の例会案内
12月13日（火）
「年次総会・次年度会長」
会員卓話  （戸﨑　博隆会員）
「仏教　あ・れ・こ・れ」
理事会開催

次回のプログラム

司会進行 林　　大樹幹事

会長挨拶 前野　克己会長

開会点鐘 前野　克己会長

ロータリーソング
「手に手つないで」

北上　紘生会員

ビジター紹介
　　　静岡東 R C 伊藤　洋一郎様

小野田　貴会員

2016年11月22日  ［火］　 第1255回例会　天候：　

月　日

11／8

11／15

11／22

会員数

30（29）

30（28）

30（30）

出席数

24名

20名

23名

欠席数

5名

8名

7名

メークアップ

3名

－

－

改正出席率

93.10％

－

－

先週末に開催されました「地区大会」へのご参加お疲れ
さまでした。地区大会の初日に各種の表彰が行なわれました
のでご紹介いたします。
①「財団の友」クラブバナー；
　　　全正会員が年次基金に１００ドル以上寄付
②100％財団寄付バナー；
　　　全正会員が寄付分類に関わらず１００ドル以上寄付

さて、本日の卓話は、津田会員の「山の話あれこれ」です。
いよいよ秋も深まり、山の紅葉も里へとまっしぐらの今日この
頃となってきました。庭先の柿やサクラも落葉し、芝が赤く
染まってとてもきれいな今日この頃です。

先週の日曜日、三島駅の南口にあります「楽寿園」から
「三島大社」あたりを散歩しました。毎年この時期になります
と「楽寿園」では菊祭りが始まります。6,000鉢以上の菊を使
った来年のNHK大河ドラマ「井伊直虎」ゆかりの浜松城の
盆景は、まさに圧巻でした。子供の頃の「楽寿園」は、小浜池
から湧き出す水が轟 と々音を立て流れ、象のふじ子やキリン
のたか子、くるくる廻る吊り上げ式飛行機などが思い出されま
すが、今は噛み付きサルで名を売った「ラッキー」だけががんば
っていました。そうそう、水の涸れた小浜池に大型の望遠レン
ズを構えているおじさん達が何人も居ました。「かわせみ」が
来るのを一日中待っているのだそうです。このような「かわせみ
追っかけ」おじさんは、三島のあちこちで見かけるようになりま
したが、さすが水の都と詠われた三島だけあって小浜池は涸
れていましたが、まだまだあちらこちらで清流が残っています。

楽寿園を後にし、清流「源平川」沿いに三島大社を目指
します。するとあちこちで、歩け歩けの大隊や中隊にぶつかり
すぐさま脇道へ、小道には真新しいイタリアンやすし屋、カフェ
など色々なお店を発見、「ランチの女王」を自認する家内は
目を輝かせます。
三島大社周辺は最近ものすごく観光客が増えました。
有名になったうなぎ屋は長蛇の列ですし、新しいお店屋さん
もどんどん増え活気があります。一昔前は静岡県の東部の
中心は沼津でしたが、西部百貨店等が撤退した今の沼津は
「沼津港」以外はほとんど人通りがなくなってしまいました。
しかし、県内で人口増加率が最も高い我長泉町は特に「米山
梅吉翁」の周辺で、大型マンションやスーパー、銀行が次 と々
出来てたいへん活況を佩びています。
水の流れも人の流れも昔と大きく変わってしまいました。
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［担当：大橋（利）］

「山の話あれこれ」

幹事報告 林　　大樹幹事

■石垣　徳夫会員
本日、弊社の創立50周年感謝の集いを開催致します。
出席予定の方はよろしくお願い申し上げます。
■杉山　義郎会員
なんか……一年が早い。
ついこの間、古希の誕生日を迎えたような…。
お祝い、ありがとうございます。
■津田　　薫会員
11月20日、RI第2620地区大会に参加しました。
盛大に行われました。
本日、つたない卓話をしますが、よろしくお願い致します。
■山﨑　俊昌会員
結婚記念日のお祝いのお花、ありがとうございました。
当日は、息子の練習で夫婦そろって体育館に居ました
が、お花のおかげで記念日らしくなりました。
■内田　英男会員
石垣君、株式会社東弘 創立50周年を迎え、おめでとう
ございます。
■岸　　好子会員
FM-Hi！「ミュージックトリップ」の年末特番へのリクエスト
のご依頼を配布させて頂きました。
想い出の曲や、昭和時代に青春を過ごしたご両親等
へのプレゼント曲等、お寄せ下さい。
お待ちしています。

スマイル

■山﨑　俊昌会員
協賛のお願いです。年末の12月26～28日に静岡この
はなアリーナにて、14歳以下のバスケットボールの全国
大会が開催されます。
この大会は、静岡北RC杯と同様の主旨で行われ、
全国から男女48チームが参加します。静岡北RC杯に
参加した静岡のクラブチームも出場します。
入場料をとらない大会ですので、ぜひ御協力をお願い
します。

静岡北RACスマイル

田中　尚弘会員

会員卓話 津田　　薫会員

おめでとう
誕生日／11月30日
メモリアルデー
結婚記念日／11月22日

杉山　義郎会員

白崎一也・葉子さん

林　　大樹幹事

閉会点鐘 前野　克己会長

・〈市内RC 12月例会変更〉

7日（水）

16日（金）

19日（月）

19日（月）

22日（木）

静 岡 西

日 本 平

静　　岡

静岡中央

静 岡 東

日　付 クラブ 場所／時間
ホテルセンチュリー静岡
17：30～18：30

ホテルアソシア静岡
11：30～12：30

グランディエール ブケトーカイ
11：30～12：30

グランドホテル中島屋
17：00～18：00

ホテルアソシア静岡
11：30～12：30

一. 山にまつわる人物…深田 久弥氏
１. 略歴
１９０３．３．１１石川県（現・加賀市）で出
生。少年時代から山に親しみ、１９３５年
日本山岳会に入会。１９７１．３．２１茅ヶ
岳（山梨県・１,７０４ｍ）に登山中、脳卒中で急逝。１９２７年
北畠八穂と恋に陥り、その後入籍。１９４１年初恋の木庭志
げ子と道ならぬ恋に陥り、１９４３．５志げ子が久弥の子を出産。
１９４７年八穂と離婚、志げ子と結婚。１９６４年、新潮社から
「日本百名山」を出版。１９６５年同書で読売文学賞受賞。
２. 百名山の要件（４つ）
①品格：誰が見ても立派だと感嘆する山、②歴史：古来
より人と関わりが深く、崇拝されてきた山（祠の存在等）、
③個性：山容、現象、伝統など他にないような顕著な個性、
④深田氏が実際に登頂したこと

３. 深田氏が登ったのは昭和初期から昭和３０年代
現在、登山道や交通機関の整備が格段に進み、登山者数
も急増し、当時と様相はまったく異なる

４. 百名山のごく一部を紹介
（利尻岳、羅臼岳、宮之浦岳、剱岳）

二. 私の楽しみ方
１. 登頂に固執せず山の雰囲気を楽しむ
（１）森、風、鳥のさえずり、美しい風景などは最高のリラクゼー

ション
（２）晴れた方が良いが、曇りや小雨でも別の世界、雰囲気

但し、大雨など顕著な悪天候時は中止（沢の洪水、
登山道崩壊などの危険）

（３）高度の変化に伴って草木の種類も変わるのが楽しめる
（４）食事の美味しさが格段に上がる
２. 山の知名度、高さにこだわらない
どんな山でも独自の雰囲気、個性がある

３. 基本的に歩くことだけで良しとする
４. 体調不良のときは勇気ある撤退を
（辛いだけ。生命の危険も）
５. 楽できるところは楽に
装備もできるだけ軽量に（「軽装備」ではない）

６. 登山の届出はインターネットで
（eg. コンパス･公益社団法人日本山岳協会：全国の自治
体、警察とも連携）。旧式の現地ペーパー届出方式より
確実（保険に加入を）

三. お薦め（歩行時間が短く、岩場など危険箇所がないところ）
１. ロープウェイを利用して絶景を楽しむ
（１）身延山（山梨県）、（２）箱根：駒ヶ岳と神山、
（３）北八ヶ岳・横岳など、（４）奥日光・白根山、
（５）木曽駒ヶ岳、（６）他にも探せばいろいろ出てくる
２. ３,０００ｍ級の山にらくらく登山
木曽駒ヶ岳、（２）立山（雄山）、（３）乗鞍岳

３. 低山も魅力的
標高１００ｍの山も入れば別世界


