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長巳 ● 副会長／戸野谷 宏 ● 幹事／近藤 哲也 ・ 河野 誠 ● 副幹事／坂上 康 ・ 鈴木 礁

１１月１９日

第3497回例会

ゲスト卓話「経産省視線で見た静岡のポテンシャル」

ロータリーソング

皆さんこんにちは。本日は、いい夫婦の日
に因み結婚の話をさせて頂きます。厚生労

ソングリーダー
川辺 哲君

働省が出した昨年の離婚率をみると婚姻
件数が６０万７０００件に対し離婚数は
２１万１０００件と３組に１組が離婚していま

ゲスト紹介

す。３分に１組が離婚していることになります。

経済産業省関東経済産業局長 角野 然生様

一番多いのは性格の不一致でした。それを踏ま
えてお聞きください。以前若いカップルの結婚

ビジター紹介

式に出席した時の印象に残ったスピーチを紹介

静岡日本平ＲＣ 望月 由美様

します。
「私たちは、社会の中で人間関係を学び

静岡ローターアクト 会長 豊泉 慶亮君

ながら生きています。その究極の人間関係が結
婚です。好きな人と結婚すると思っていますが、

会 長 挨 拶
会長 佐藤 長巳君

実は世界で一番相性が悪い人と結婚するのです。
それは、結婚は修行だからです。修行の相手が

現れたら恋愛感情が生まれます。付き合ってい
新 会 員 紹 介

る期間は、猫をかぶっているのでお互い相手の
良いところしか見えません。しかし、結婚式で
教会の鐘が鳴ると二人の修行が始まります。教

石塚 直美さん
（いしづか なおみ）

会の鐘はゴングです。ゴングが鳴るとバトルの
始まりです。
「天網恢恢疎にして漏らさず」
（て
んもうかいかいそにしてもらさず ) 例外はあり
ません。結婚するカップルにどんな夫婦になり

●●●●●●●●●●●●●●●

たいと聞くと「何でも言いたいことを言い合え

●●●●●●●●●●●●●

る関係でいたい」と言うカップルがいますがや

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

めたほうがいいです。言いたいことを言ったら

●●●●●●●●●●●●●●●

大変なことになります。言うにしても遠慮しな

●●●●●●●●●●●●●

がら言わないといけません。恋愛の時は好き好

●●●●●●●●●●●●●●●

きホルモンがいっぱい出ていますが、結婚する

●●●●●●●●●●

とだんだん減ってきます。恋愛中の男女関係か

●●●●●●●●●●●●●●●●●

ら他人対他人の人間関係に変わります。具体的
委 員 会 報 告

には言いませんがお互い見たくない姿も見なけ
ればなりません。それでも、うまくいく秘訣は

① 親睦委員会 委員長 藤田 博久君

あります。それは、相手に期待しないこと。相

年末家族会を１２月１７日

手を変えようとしないことです。相手は悪いと

（月）１８：００より葵タワー

思っていないから変えようとすると苦労します。

ブケトーカイ４Ｆで開催し

お互い家庭環境が違う中で育ったことを理解す

ます。楽しい催しを企画して

ることです。他人と他人が暮らすのだからお互

おりますので、奮ってご参加下さい。

い思いやることです。この話を新郎新婦に話し

②ローターアクト委員会 瀧上 恵美子委員長

たらこのような答えが返ってきました。結婚が

静岡ローターアクト倶楽部

修行ならどうせ修行するのならこの人と修行し

会長 豊泉 慶亮 君よりお知らせ

たいです。
」という話でした。いかがでしたか。

会長 豊泉 慶亮君

納得する方が多いのではないでしょうか。結婚

静岡ローターアクト倶楽部は、

とかけてジェットコースターと解きます。その

１９７４年に創立してから

こころは、山あり

４５周年となり記念式典を２

谷あり楽しくもあ

月２３日（土）１４：３０より浮月楼ギャラリー

り怖くもありスリ

館２Ｆで開催。その後１７：００より懇親会を

ルがある。今週も、

開催します。

明るく楽しくお元
気にお過ごしくだ
さい。

幹
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新入会員の石塚直美さんは、新会員交流委員会・

インターアクト委員会

昨日、磐田のハーフマラソンに出場、暑くてバ
テましたが何とか自己ベストで完走できまし

お め で と う
【誕生日祝】

た。次は来月の台北マラソンに静岡市の友好団
の一員として参加します。

●●月●●日 坂本 渡君

伊藤 浩様

●●月●●日 安本 吉宏君

オール静岡ロケのドラマ「プラスチックスマイ

【結婚記念日】

ル」地域の皆様のご協力で無事先週金曜日に放

●●月●●日 塩原 太一郎君・志織さん

送で出来ました。２１日水曜日の夜にはＢＳプ

●●月●●日 髙橋 均君・光子さん

レミアムでも放送されます。宜しかったらご覧

●●月●●日 伊藤 博君・千枝子さん

下さい。

●●月●●日 田中 孝将君・和子さん

石塚 直美さん

●●月●●日 二村 昭彦君・敦子さん

本日より入会させて頂きました石塚直美です。
皆様にご指導頂きながら人間としても成長しお

ス

マ

イ

ル

役に立てる様に致します。どうぞ宜しくお願い

川辺 哲君 田中 楯夫君 山口 良昌君

致します。

①施主。静岡呉服町第２地区再開発組合

深澤 一浩君

理事長 川辺 哲
②設計管理。田中建築設計事務所
所長 田中 楯夫
③建設。平井工業株式会社
会長 山口 良昌

本日ご入会の石塚直美さんを宜しくお願い致し
ます。いつも明るく素晴らしい女性経営者です！
中村 亮介君
本日、ローソンを幅広く運営して頂いている石
塚直美さんが入会頂きました。大変喜ばしくス

呉服町第２地区再開発事業「札の辻クロス」が

マイルさせて頂きます。

竣工し、昨日静岡市長他関係者をお招きし、竣

坂本 渡君

工パーティーを行いました。商業施設、多目的

●●回目の誕生日です。先輩方の様に元気でい

音楽ホール、高齢者住宅等、様々な機能を持っ

つまでも明るく遊びます。

た複合ビルです。静岡の中心市街地の活性化に

伊藤 博君

貢献できればと願っております。皆様是非見学

結婚記念日の素敵なお花ありがとうございま

においで下さい。※本日資料をお配りする予定

す。今場所の稀勢の里の負けっぷりには、呆れ

でしたが、
ミスプリントがあったため、
来週ボッ

て腹がたちます。金星の流れ星や〜！と相撲中

クスに入れさせて頂きます。３名それぞれ超大

継を夫婦で観戦してしました。
「お前との結婚

口スマイルさせて頂きます。

は、相撲で言うと大金星だな？」
「あら、私は

久保田 隆君

勇み足よ！」

ボックスに浮月楼のパンフレットを入れさせて

髙橋 均君

頂きました。
「おせち」
「忘・新年会」です。皆

結婚記念日のお祝いのお花お送り頂きありがと

様のご利用をお待ちしております。

うございました。本日は欠席させて頂いており

伊出 俊一郎君

ますがスマイルお預けさせて頂きます。

満席スマイル

別紙資料通り、年末家族会を実施し、出し物とし

水上さんテーブル 牧田さんテーブル

てサザンとおるスターさん（サザンオールスター
ズのものまね）を、またゲストとして静岡大学附

出

席

報

属特別支援学校のＰＴＡ会長と秋祭り実行委員

告

長、インターアクト（静岡高校と静岡英和女学院
メイク
アップ

改 定
出席率

月日

会員数 出席数 出席率

11/5

109（108）

69 名 63.88 ％

9 名 72.22 ％

11/12 110（109）

77 名 70.64 ％

−名

−％

11/19 111（110）

73 名 66.36 ％

−名

−％

今月平均

％

前月平均

％

メイクアップに努めましょう！

から各４名ずつ）
、ローターアクト３名を予定し
ている旨の説明があった。
（承認）
③１月７日 夜間新年例会について
代理 河野幹事。
『例会』として司会進行は副幹事が行うことを前
提に、内容などについては引き続き検討する。
④１月２９日 職場見学会（米山記念館見学）につ
いて 河野幹事

ゲ ス ト 卓 話
経済産業省関東経済産業局長 角野 然生様
『経産省視線で見た静岡のポテンシャル』
静岡県における産業の特徴を
お話しいただいた後、新たな
ポテンシャルに向けて、①成
長事業②地域の「稼ぐ力」強
化③インバウンド・アウトバウンド④構造変化

別紙資料の通り１３時を目途に例会を終えて、そ
れからバスで出発し、１４時３０分から１６時ま
で米山記念館見学（米山梅吉翁墓参り）をした後、
１７時３０分に静岡に戻り、懇親会を開催する予
定である旨説明があった。
（承認）
⑤卓話講師予定者について 伊藤プログラム委員長
別紙資料の通り、
１１月１９日に角野然生さん（経
済産業省関東経済産業局長）
、１１月２６日に一
色淳之介さん（Ｗ ＴＯＫＹＯ 上席執行役員）
、

への対応についてお話し頂き、最後に２つのリ

１２月１０日に大山隆幸さん（ＪＲ東海 静岡支

スクについても触れて頂きました。

社長）の各ゲスト卓話を予定している旨説明が
あった。
（承認）

第５回 定例理事会議事録

今日現在の会員数、１１０名の報告、次回例会に

⒈協議・審議事項
①１２月３日 年次総会（次年度理事、幹事）につ
いて 副会長代理、坂上副幹事
別紙資料通り ２０１９−２０２０年度 理事、
監事、予定者選出の案を提出した。
職業奉仕委員会委員長

富田 正開

社会奉仕委員会委員長

花村 豊充

国際奉仕委員会委員長

疋野 智男

青少年奉仕委員会委員長 瀧上 恵美子
幹

事

坂上 康、鈴木 礁

会計幹事

山田 知広（承認）

②１２月１７日クリスマス家族会について
藤田親睦委員長

⑥入会・退会予定者について 川崎会員増強委員長
て１名の入会予定の報告があった。
⒉今後のスケジュールについて
１１月１９日 通常例会、クラブアッセンブリー
１１月２６日 通常例会
１２月

３日 年次総会（次年度理事・幹事、
次々
年度会長選出）

１２月１０日 通常例会、第６回定例理事会
１２月１７日 クリスマス家族会
（ブケ トーカイ）
１月 ７日

夜間新年例会（浮月楼）

