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120周年ご挨拶

ご

挨

拶
一般社団法人静岡県人会 会長

川合
会員の皆様におかれましては、益々ご清栄のこ
ととお慶び申し上げます。

正矩

てまいりたく思っております。
その一環として、
当会では富士山文化遺跡巡り、

静岡県人会は、会員諸先輩方および関係者各位

新東名を使った日本平・東照宮巡りのツアー等を

のご尽力により、明治の創立から三つの時代を経

企画しました。今後も、県との情報交換を密にし

て平成へと、脈々と引き継がれてきました。

て、郷里静岡の魅力を大いに発信していきたく

120周年を迎えた平成26年には、一般社団法人
静岡県人会として、
改めて一歩を踏み出しました。

思っております。
最後になりますが、以前、
「皆様が静岡弁丸出し

この記念すべき時に、会長として、ご挨拶出来ま

でしゃべり合える楽しい会にしたいと思う」とお

すことを大変嬉しく思っております。
この機会に、

伝えしたことがあります。今でもその思いは変わ

これまで当県人会を育み、
継承してこられた皆様、

りません。今後も皆様のご協力よろしくお願いい

並びに法人化に尽力して下さいました方々に、深

たします。

甚なる敬意と謝意を表します。

（日本通運株式会社代表取締役会長）

私自身、平成24年の会長就任の数年前から副会
長として在籍しておりましたが、
会長就任を機に、
静岡県人であることを新たに強く意識し、県およ
び皆様と深く交わるようになりました。ホーム
ページによる情報発信、各種愛好会の発足や開催
など、会員相互の親睦を図る方策も充実してきま
した。私も懇親会は勿論、ゴルフ愛好会への参加
などで、同郷の皆様との親交を深めさせていただ
いております。この頃は、若い方の入会も増えて
おります。いろいろな世代の同郷の方に、魅力あ
る県人会となるように、微力ではありますが努め
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平成26年の新年祝賀会で挨拶する川合会長。

静岡県人会設立120周年に寄せて
一般社団法人静岡県人会 名誉顧問／静岡県知事

川勝
静岡県人会が設立120周年を迎えられましたこ
とを、心からお慶び申し上げます。

平太

し、
「食の都」
、
「茶の都」
、
「花の都」
、
「太陽の都」
、
も

り

「水の都」
、
「森林の都」
として、人々を惹きつける

貴会は、明治27年、当時静岡県令であった德川

魅力的な「都づくり」を進めているところです。

宗家第16代当主の德川家達公によって設立され

日本の国土の象徴である世界遺産富士山をはじ

て以来、120年の長きにわたり、戦争による活動

め、南アルプスユネスコエコパーク、世界農業遺

休止などの困難を乗り越え、会員相互の交流を深

産茶草場農法など、世界標準の魅力を有する“ふじ

めながら、
“ふるさと静岡県”
の発展を目指して世

のくに”静岡県は、日本の中心的存在としての価値

代から世代へとバトンをつなぎ、今日までの歴史

が高まってきていると感じています。

を築いてこられました。
昨年５月には一般社団法人化を果たされ、組織
基盤の強化を図るとともに、若者世代とのネット

今後も、
「富国有徳の理想郷“ふじのくに”づく
り」を推進していくためには、幅広い分野で活躍
されている皆様のお力添えが必要です。

ワーク強化にも着手されるなど、将来に向けて新

静岡県人会の皆様におかれましては、
“ふじのく

たな一歩を踏み出されたことを非常に心強く思っ

に”静岡県の応援団として、富士の高嶺を目指す

ております。

本県の取組みに変わらぬ御支援と御協力をお願い

また、会員の皆様には、富士山の世界文化遺産

いたします。

登録への御支援や、ふるさと納税を通じた故郷の

結びに、静岡県人会がますます発展されますと

応援など、首都圏と静岡を結ぶ絆として御尽力い

ともに、会員の皆様の御健勝と御多幸を祈念いた

ただき、改めて感謝申し上げます。

しまして、お祝いの言葉とします。

約370万人の県民が暮らし、活力ある多彩な産
業と美しい自然環境に恵まれた静岡県は、日本の
国土の中央に位置し、人類がつくりあげた東西の
文明と、富士山に象徴される日本の自然･文化と
が調和する理想郷にふさわしいと、確信していま
す。
本県では、こうした「場の力」を最大限に活用
「明治日本の産業革命遺産」暫定リスト構成要素・韮山反射炉
（写真提供：静岡県観光協会）
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静岡と德川家
一般社団法人静岡県人会 名誉会長

德川
長い戦乱の時代に終止符を打ち二百六十余年の

の一週間の水泳訓練ですが、残念ながら着いて二

平和な世界を築かれた家康公は、少年から青年へ

日後に水疱瘡に罹り即刻送還されたので、今も水

と成長する多感な時代に駿府で学び、浜松で幾多

泳にはあまり自信がありません。それから二十年

の難関を乗り越えて武将として成長し、晩年には

も経って、子供達三人を連れて毎年伊豆下田に行

大御所として懐かしい駿府に居を構え、そこから

きましたから子供達の方が水泳では上手です。

世界を結ぶ外交に力を注ぎました。大坂の陣が終

養父（祖父）が亡くなってからは毎年四月十七

わり、確りと日本の平和が確立した後は、若い者

日の久能山東照宮の例大祭には装束を着けて参拝

達を連れて駿府近隣を周遊されることを楽しまれ

しています。参拝するようになって数年で三百五

ましたが、その様子は一寸怖いお爺様と可愛い孫

十年の大祭がありましたが、今年は四百年の大祭

達の団欒のようでもあり、温かな楽しさに満ちて

ですから本当に月日の経つのは早いものです。装

いるようです。

束を着けてあの石段を上下するのがだんだん辛く

その時代から二百六十年の後に明治政府に政権

なって来ましたから、早く次の世代に譲りたいの

を委ねた德川家は駿府七十万石の大名として移住

ですが、なかなか承諾してもらえません。困った

し、静岡という新しい名前を定めました。多くの

ものです。

旗本たちが随行し、牧之が原の荒
地を開拓し、大変な困難を乗り越
えて今日の日本一の静岡茶の礎が
築かれています。
私と静岡の関係は御殿場への疎
開（当時の表示では静岡県駿東郡
二の岡村です）から始まります。
毎日のように高い空をB29が綺麗
な飛行機雲を引いて悠々と東に向
かって飛んでいました。次は学習
院の沼津の遊泳場。六年生全生徒

4

恒孝

県人会創立120周年を迎えて
一般社団法人静岡県人会 名誉会長

藤田
会員の皆様にはますますご清祥のこととお慶び
申し上げます。
静岡県人会は昨年、創立120周年を迎え、一般
社団法人化が実現するに至りました。これもひと

弘道

た14年間も、日頃のお付き合いや活動は、和気あ
いあいと楽しく、県人会が静岡県出身者の心の支
えとして、なくてはならない大切なものになって
いるのだと実感しておりました。

えに当県人会を育み、継承してこられた会員の皆
様のご尽力の賜物と感謝申し上げます。

さて最近、静岡県に関して明るい話題が続いて
います。皆さまのご尽力もあり、2013年、富士

さて、私事になりますが、私は浜松市で生まれ、

山の世界文化遺産登録が実現いたしました。さら

大学入学で上京するまでの間、父親の仕事の関係

に、2014年のノーベル物理学賞を浜松市出身で

で静岡市など県のいろいろなところで暮らしまし

名古屋大学教授の天野浩氏が受賞されました。静

た。同じ静岡県の中でも地域ごとの個性を持った

岡県出身者のノーベル賞受賞は、はじめての快挙

皆さんと過ごせた日々が、今の私を育ててくれた

となります。

と有り難く思っております。そのようなご縁もあ

この勢いをますます盛んにしていくよう、これ

り、突然のご推薦でしたが、私が静岡県人会の会

からも県人会の皆さんと交流を深め、ふるさと静

長を仰せつかったのは1998年の事でした。静岡

岡を応援してまいりたいと思います。県人会のよ

県のお役にたてるのであれば、恩返しができると

り一層の発展に向け、会員の皆様には、今まで以

お引き受けすることにしたのを、昨日のことのよ

上のお力添えをお願い申し上げ、ご挨拶とさせて

うに覚えております。

いただきます。

静岡県民の特長は、人柄が穏やかなことだとよ
く言われています。静岡県人会は、県民の皆さん
のために活動をしておりますが、楽しく親睦を深
め、協力して長年活動を継続してこられたのも、
会員の皆さんの穏やかなお人柄があればこそでは
ないでしょうか。私が会長を務めさせていただい
浜松祭り（写真提供：静岡県観光協会）
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一般社団法人静岡県人会の今後
一般社団法人静岡県人会 理事長

森嶋
静岡県人会は、昨年5月より、一般社団法人と

は、当静岡県人会活動を更に長く続けて行くため

して運営されることになりました。静岡県人会創

の運営の仕方を強固なものとしていかなければな

立120周年という区切りの年に、新しく法的に認

りません。旧来の会員の方々に引き続き活発な活

められた組織形態で再出発することは意義のある

動をお願いするとともに、理事会メンバーに若手

ことです。それは、定款に記載されている「会員

会員の参画をお願いし、若手会員に県人会活動の

相互の親睦・福利厚生を図り、併せて静岡県の発

運営の中心に参加して頂く方策を提案することが

展に寄与する」という会の目的にも適ったもので

必要です。

す。
会員の皆さんの静岡県という故郷に対する誇り

時代が変革している中で県人会活動に対する
ニーズも変わってきていますので、
それに対応し、

と愛着、穏やかな県民性も手伝って、ここ数年、

従来の年間行事を見直し、様々な会員の方々が参

会員数も400名強で推移してきました。ホーム

加しやすい活動を増やさなければなりません。愛

ページの開設・充実、愛好会活動の拡大、会員相

好会活動も多岐にわたっていますが、参加者が固

互間の新規会員の勧誘等の継続した努力も、会員

定化しては意味も薄れますので、その参加者の拡

数の維持に貢献してきました。しかしながら、県

大が必要です。
会員間の親密度を強めるためには、

人会活動を会員の多様なニーズに対応出来るよう

顔合わせの機会を増やす必要があると思います

にするためには、会員数を更に増加し、財政的に

し、参加しやすい勧誘の仕方を工夫しなければな

みてもより強固なものにしなければなりません。

りません。

従来からの活動に加えて、各世代から会員を募る
活動をしていただく必要もあります。
歴史を更に積み重ねるためには、常に何らかの
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正

さらに、首都圏在住者の視点で、静岡県各地域
の活性化に寄与できる方法も研究する必要もあり
ます。
県人会活動のあるべき姿を検討した後には、

変革を伴って先に進めていかなければなりませ

活動の基になる財政的な基盤を検討しなければな

ん。昨今は、会員の新陳代謝が進み、若干の若返

りません。

りが図られていますが、根本的には親睦団体の典

今後は、会員の皆様の声を聞きながら、理事の

型的な課題である郷里を基盤とした交わりの希薄

皆様と共に、一般社団法人静岡県人会の方向性を

化という問題に立ち向かう必要があります。一般

定め、その実現に必要な方策、組織体制の確立そ

社団法人化が達成され、組織としての法的基盤が

してその実行に努めたいと考えておりますので、

しっかりとしたものになりましたので、これから

よろしくご協力の程お願い致します。
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県内市長より

静岡県人会
創立120周年記念誌
祝辞

静岡市長

田辺
静岡県人会がこのたび創立120周年を迎えられ
ましたことを、心からお祝い申し上げます。

信宏

「歴史文化のまち」
、
「健康長寿のまち」の二つを
「目指す都市像」
と位置付けて、そして、市政のさ

会員の皆様におかれましては、ふるさと静岡の

らなる展開のため、産業・経済の振興に必要な
「創

発展の為に日ごろから積極的にご尽力を賜り厚く

造する力による都市の発展」と、多様な主体が連

御礼申し上げます。全国、さらには世界に広がる

携し地域の課題を解決していく「つながる力によ

ネットワークによる皆様のサポートは、地元静岡

る暮らしの充実」を、着実に実行していこうとす

で日々活動している私達にとって、たいへん心強

るものです。

い支えとなっております。

人口減少対策が喫緊の課題として全国の自治体

本市においては、平成27年から平成34年まで

に投げかけられていますが、これらの計画を着実

の８年間の市政運営の指針となる「第3次総合計

に進めることで解決してまいりますので、実施に

画」の「基本構想」及び「基本計画」を策定いた

あたっては、各界でご活躍いただいている皆様の

しました。この中で、新たなまちづくりの目標と

ご助力をいただければ幸いです。

して「
『世界に輝く静岡』の実現」を掲げ、このま

この４年間、市長として市政を担う中で、徳川

ちに住む人々が「誇り」を持ち、訪れる人々が「憧

家康公に代表される歴史・文化や南アルプスなど

れ」を抱くまちを目指していくことと決定いたし

の豊かな自然、そして何より静岡市を愛し支える

ました。

市民の力という魅力ある地域資源の存在を改めて

具体的には、世界に輝く静岡の実現のために、

実感してまいりました。本市の持つこれらの財産
の魅力を最大限に引き出すべく「まちみがき」を
進め、静岡市をよりよいまちにしていきたいと考
えております。
結びに、120年の長きにわたり諸活動を推進さ
れてきた皆様の努力に敬意を表すとともに、静岡
県人会の今後益々のご発展と会員皆様のご健勝、
ご活躍を心から祈念して、お祝いの言葉といたし

世界遺産「三保松原と富士山」
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ます。

静岡県人会創立120周年
祝辞
浜松市長

鈴木
静岡県人会の設立120周年にあたり心からお祝
い申し上げます。
これも、ひとえに会員の皆様の“ふるさと静岡”
を思う強いお気持ちの賜物と敬意を表します。

康友

節目の年になります。
現在、静岡県、浜松市、静岡市、岡崎市の１県
３市で「家康公顕彰四百年記念事業」を企画・推
進しています。家康公が礎を築かれました、
「世界

会員の皆様におかれましては、日頃から全国各

史上例を見ない平和国家」で「究極の循環型社

地でご活躍をされておりまして、浜松市政の推進

会」
、さらには「文化の成熟期」でもあった徳川時

につきましても格別のご理解とご協力を賜ってお

代を再考し、その知恵を未来の日本、そして未来

り、厚くお礼申し上げます。

の世界へ発信するという事業と位置付けておりま

さて、静岡県人会は、明治27年に設立され、初

す。あわせて、世界的な偉人である「家康公」に

代会長は德川宗家16代当主の德川家達公でござ

ついて、ゆかりの地に住む市民・県民が改めて誇

います。

りに感じることにより、地域の魅力向上と活性化

本市も初代当主であります德川家康公が、29歳
から45歳という人生で一番重要な時期を過ごさ
れた「ゆかりの地」でございます。
その居城となった浜松城ですが、江戸時代には

につなげていきたいと考えております。
一年を通じまして静岡県内では様々なイベント
を開催いたしますので、是非ご期待いただきたく
存じます。

浜松城主を務めた人の多くが江戸へ戻り、老中な

静岡県人会の皆様におかれましても、120年間

どの要職に就かれたことから、縁起の良い城とし

の実績に培われた更なる活動を大いに期待します

て「出世城」と呼ばれるようになりました。

とともに、本市の社会・経済・文化の振興等に変

現在、浜松市におきましては、この「出世」を
キーワードにした「出世の街・浜松」プロジェク

わらぬご支援、ご協力を賜りますようお願い申し
上げます。

トを展開しておりまして、誘客や地域の活性化に

結びにあたりまして、静岡県人会の今後のご発

努めているところです。今後も出世のパワース

展と、会員の皆様のますますのご活躍を祈念いた

ポット、サラリーマンの聖地「浜松城」を大いに

しまして、お祝いの言葉といたします。

発信していきたいと考えております。
また、本年は德川家康公が逝去されて400年の
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県内市長より

『静岡縣人』120周年記念号に寄せて

人々が交流する
まちづくりを目指して

沼津市長

栗原

裕康

沼津市は、北に富士山を望み、市街地をゆった

ヴェルデ」が、平成26年７月にグランドオープン

りと流れる狩野川や美しい海岸線、緑濃い愛鷹山

しました。交通アクセスの良さなどを強みに、今

や香貫山など、豊かな自然に恵まれた都市です。

後、多様なコンベンションの誘致・開催を推進し

また、国道１号、246号、東名高速道路、JR東海

てまいります。

道本線など交通の結節点として、静岡県東部の中
心的な都市として発展を続けてきました。
港町としての風情あふれる沼津港周辺は、
近年、
人気スポットとして注目が集まり、年間145万人

山海の幸に恵まれた本市では、ふるさと納税制
度により１万円以上寄附していただいた方に、お
茶、みかん、アジの干物など、
「沼津の特産品」
を
進呈させていただいております。

以上の方が訪れ、年々にぎわいが増しています。

いただきました寄附金は、本市の様々な事業に

「沼津魚市場INO
（イーノ）
」や「沼津港深海水族

活用させていただきますので、県人会の皆さまに

館」のほか、沼津港飲食店街やマーケットモール

は、温かいご支援・ご協力を賜りますよう、よろ

「沼津みなと新鮮館」
には、市場直入の旬の味を楽
しめる食事処や、アジの干物が並ぶおみやげ処が
揃います。
また、平成24年にオープンした、新東名高速道

しくお願いいたします。
本市では、今後とも人々が活発に交流するまち
づくりを進めてまいりますので、豊かな自然の恵
みを楽しみに、ぜひ沼津にお出かけください。

路駿河湾沼津SAは、新東名で唯一、オーシャン
ビューが楽しめるサービスエリアで、こちらも多
くの人でにぎわっています。
現在、市では、東名愛鷹PA及び駿河湾沼津SAへ
のスマートIC設置事業を進めており、それぞれ平
成27年度、28年度の供用開始を目指しています。
一方、中心市街地においては、沼津駅北口に、
魅力とにぎわいのある新たな都市拠点の形成を目
指し、沼津市と静岡県、民間が共同で整備してい
た県内最大級の総合コンベンション施設「プラサ
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総合コンベンション施設「プラサヴェルデ」

祝 辞
三島市長

豊岡
このたび、静岡県人会が設立120周年を迎えら
れましたことを心よりお祝い申し上げます。
全国でご活躍される皆様には、日頃より郷土に
思いを寄せ、発展を見守りいただいておりますこ
とに深く感謝申し上げる次第です。

武士

また三嶋大社前には新たな商業施設「大社の杜
みしま」もオープンし、中心市街地の活性化にも
繋がっています。
このような中、昨年２月に東駿河湾環状道路が
開通し、東名、新東名さらには圏央道を利用して

さて、三島市では現在「スマートウエルネスシ

首都圏と伊豆を結ぶアクセスが飛躍的に向上しま

ティ」
、
「ガーデンシティ」という二つのまちづく

した。同時に、市内箱根西麓の三ツ谷地区では新

りプロジェクトを掲げ、市民の皆様が健康で幸せ

たな工業団地の整備も進んでおります。

を実感できる「健幸都市」づくり、豊富な自然、

また一昨年、伊豆フルーツパークがオープン、

歴史や文化に「花」を活用した「美しく品格のあ

今年中には日本一長い大吊り橋が完成する予定な

るまち」づくりを進めております。

ど民間による開発も進み、数年後には市内全体で

花で彩られた大通り商店街の街並みは、市外か

年間700万人の観光交流客数が見込まれており、

ら訪れた方からも大変好評いただいております。

地域の産業の発展に繋がることを期待しておりま

現在は三島駅前から大通りにかけても電線類地中

す。

化による整備を進めるとともに市立公園楽寿園を

さらに最近の話題では、三島を舞台にしたTBS

中心に街なかを花と緑によるテーマパークにした

のドラマ「ごめんね！青春」において、地元のＢ

いと考えているところです。

級グルメ
「みしまコロッケ」
、またご当地キャラク
ター「みしまるくん」
「みしまるこちゃん」をはじ
め三島の湧水や食などの魅力が全国に発信され、
大きな反響をいただいたところです。
皆様にもぜひ一度、元気な三島を訪れ癒しのひ
と時をお過ごしいただけると幸いです。
結びに静岡県人会の益々のご発展と会員皆様の
ご活躍を心より祈念いたしまして、ご挨拶といた
します。
昨年５月開催のみしま花のまちフェア
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故郷しまだより
静岡県人会に寄せて
島田市長

染谷
貴会の設立120周年を心よりお慶び申し上げま
す。また、日ごろから特段のご支援を賜り衷心か
らお礼申し上げます。

絹代

ていますので、ぜひトーマスに会いに来てくださ
い。
トーマスが走る大井川鐵道の沿線に、川根温泉

会員の皆様に島田市の魅力をご紹介いたします。

ホテルが昨年オープンしました。ホテルの魅力は

島田市の春は今も昔も変わらず、お茶の香りが

何と言っても、川根温泉の源泉かけ流しの露天風

市内いっぱいに広がります。島田市は東洋一を誇

呂と地場の食材をふんだんに使ったバイキング。

る牧之原大茶園の一郭を有し、お茶の栽培面積は

秋には温泉につかりながら、見ごたえのある紅葉

県下第３位となっています。新茶の時期には、一

とSLが一度にご覧いただけます。

面に広がるもえぎ色にまちが一斉に活気づきます。

温泉と言えば、昨年スタートした新たな取組み

お茶のまち島田は「トーマスが走るまち」とし

に「汗活（あせかつ）
」があります。これは、シニ

ても売り出し中です。大井川鐵道のSLを機関車

アの皆さんがスポーツやレクリエーションで汗を

トーマスに模して、夏の間、大井川沿いを元気に

かく活動や、運動の後に温泉で汗を流す活動のこ

走ります。本物そっくりな姿に子どもたちは大喜

とです。SSC
（シニア・スポーツ・コンシェルジュ）

び。昨年も県内外から多くのファンにお越しいた

がスポーツを楽しむシニア世代を対象に、試合相

だきました。今年も６月から運行することになっ

手の紹介から宿泊の手配までワンストップで対応
しています。
「汗をかくなら島田、汗を流すのも島
田」
、冬の島田は「汗活」に最適です。スポーツと
温泉で、身も心も暖まりませんか。
このように島田市は一年を通し、いろいろな楽
しみを発見できるまちです。おもてなしの心あふ
れるまち島田へ是非お越しいただき、四季折々の
魅力をご堪能ください。
結びに、貴会のますますのご発展と会員の皆様
のご健勝を祈念いたしまして、島田市からの近況

トーマスが走るまち
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報告とさせていただきます。

静岡県人会設立120周年に向けて
富士市長

小長井
一般社団法人静岡県人会の設立120周年を心か
らお慶び申し上げます。

義正

当市の魅力の一端を紹介いたしますと、大淵笹
場地区から望むお茶畑と富士山の眺めは、日本を

また、日ごろから、当市をはじめ、郷土静岡に

代表する絶景ポイントに挙げられており、また食

対しご支援、ご協力を賜り、心から感謝申し上げ

では、田子の浦の漁師たちがあえて効率の悪い１

ます。

艘引きでシラス漁を行い、そこで水揚げされたシ

当市は、温暖な気候や豊富な地下水などに恵ま
れるとともに、大都市圏の中間に位置する立地利

ラスは鮮度が抜群であり多くの皆様から好評を得
ております。

便性や東海道新幹線、東名及び新東名高速道路、

また、産業都市ならではの特徴を活かした工場

重要港湾田子の浦港などの主要な交通インフラの

夜景をまちの活性化に繋げる取組みも始めたとこ

整備と相まって、多様な産業が集積し、今日まで

ろであります。

発展してまいりました。
現在、
全国の自治体同様に当市におきましても、
少子高齢化や経済の低迷といった課題に直面して

皆様には、今後ともふるさとの発展にお力添え
を賜るとともに、是非当市にお立ち寄りください
ますようお願い申し上げます。

おりますが、これを克服し、都市活力の源泉であ

結びに、一般社団法人静岡県人会の益々のご発

ります若年層の人口確保のため、平成24年度に策

展と、皆様のご健勝を祈念申し上げ、あいさつと

定をいたしました、
「富士市都市活力再生ビジョ

させていただきます。

ン」に基づき、地域経済の再生や雇用の安定など
に資する、多様な取組みを進めているところであ
ります。
また、当市の魅力を全国の皆様に知っていただ
き「富士山の玄関口 富士市」を積極的に発信す
るため、
「富士山・シティプロモーション推進室」
を市観光課内に設置し、富士山関連施策、観光施
策及びシティプロモーションを一体的に推進して
おります。

富士市の工場夜景
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『静岡縣人』120周年記念号に寄せて

市民の幸せと希望、
子供たちの将来のために

磐田市長

渡部

修

静岡県人会の設立120周年を心よりお祝い申し

として着手した防潮堤の整備などハード面に加

上げます。貴会の皆様方におかれましては、長年

え、将来を担う子供たちのために、ジュビロ磐田

にわたり郷土に想いを寄せ、ご支援いただいてお

の小学生一斉観戦や中学生の海外派遣、小中一貫

りますことに心から感謝を申し上げます。

教育の推進など、子育て・教育にも全力で取り組

磐田市は、海から山までの豊かな自然環境と豊

んでおります。

富な農水産物、全国でも有数の出荷額を誇る製造

平成27年度に迎える合併10周年に向け、
「今ま

業に加え、
古墳時代から続く悠久の歴史、
サッカー

でも これからも ずっと磐田」をキャッチフ

やラグビーのプロチームを持つ盛んなスポーツな

レーズに、全体のバランスのとれた、明るく元気

ど、多彩な魅力を持つ人口17万余の市です。

な「総合力ナンバーワン」の市を目指し、これか

近年では、東名高速道路遠州豊田PAスマートイ

らも力強く挑戦を続けてまいります。故郷へお立

ンターチェンジから直結された大型商業施設「ら

ち寄りの際には、是非本市へもお運びいただけれ

らぽーと磐田」や、福田漁港で新鮮な魚を提供し

ば幸いです。

ている地魚処
「漁師のどんぶり屋」
、初心者から山

結びに、貴会の今後益々のご発展と、全国各地

歩きを楽しめる日本トレッキング協会認定の「獅

でご活躍されている会員各位の更なる飛躍を祈念

子ヶ鼻トレッキングコース」
など、
あらたなスポッ

いたします。

トも好評を博し、市のイメージキャラクターしっ
ぺいがゆるキャラグランプリで連続トップテン入
りとなるなど、市内だけでなく全国的にも人気を
集めています。
そして、より多くの人々に「住んで良かった」
「住んでみたい」
と思っていただけるような市を目
指し、将来の成長・発展を見据えた基盤づくりと
して、ＪＲ東海道本線の磐田駅と袋井駅の間への
新駅の設置や、新東名高速道路へのスマートイン
ターチェンジの設置、工業団地の整備や防災対策
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市のイメージキャラクター「しっぺい」

静岡県人会120周年記念に寄せて
掛川市長

松井
静岡県人会の創立120周年を心からお慶び申し
上げます。
日頃、貴会には、さまざまな機会を通じ、産業・
特産物・観光の紹介など、長きにわたり郷土の発
展のために多大な支援を続けられておられること
に深く敬意を表するものであります。
掛川市においても、異業種交流会や愛好会に参
加させていただき多くの会員の皆様と意見交換が
でき、市政発展のためのアイデイアをいただいた

三郎

改めて御礼申し上げます。
さて私どもの掛川市東山周辺を含む茶園が「静
岡の茶草場農法」として平成25年５月に世界農業
遺産に認定されました。
全国でご活躍されております会員の皆様にも、
掛川市が誇る「掛川茶」の深い味わいを堪能して
いただければ幸いであります。
結びに静岡県人会の益々のご発展と会員各位の
ご活躍を心から祈念申し上げます。

ところであります。

世界農業遺産に認定された掛川市東山周辺を含む茶園

15

県内市長より

静岡県人会創立120周年を祝して
藤枝市長

北村正平
静岡県人会が創立120周年を迎えられましたこ

す。人口減少が叫ばれる中、本市を選び住む人が

とを、心よりお慶び申し上げます。また会員の皆

増えているのは、市民生活に直結した「健康・教

様には、日頃から静岡県政とりわけ藤枝市政の発

育・環境・危機管理」施策の推進の効果が徐々に

展にご支援、ご協力をいただき厚くお礼申し上げ

表れているのだと確信しており、中でも「健康・

ます。

予防日本一」を目指した取組みは、自信を持って

会員の皆様の八面六臂のご活躍は、長い歴史の

胸を張れるものです。

中で脈々と受け継がれた静岡県人としてのかけが

その一つが
「自然と歩きたくなるまち」
づくり。

えのないアイデンティティーと、故郷への強い思

「ふじえだ健康スポット20選」や「ふじえだ健康

いが礎となっているものと確信し、私も静岡県人

マイレージ」
、
「歩いて健康・走って健康
『バーチャ

であることを誇らしく思っております。

ル東海道の旅』
」
など、歩くことを楽しみながらも

さて、藤枝と聞いて皆様が連想することはやは

知らず知らずのうちに健康行動に結びつく様々な

り「サッカー」だと思います。川合会長におかれ

仕掛けで、市民の行動意識を後押しします。いつ

ましても本市で高校時代を過ごされ、きっとサッ

までも健康で幸せでありたいと願う市民が増加し

カーに親しまれたものと思いますし、本市出身の

たことで、本市はメタボ率の低さが顕著で、また

サッカー日本代表、長谷部誠選手の活躍は言わず

特定健診やがん検診受診率の高さが県内トップク

と知れたところです。本市では他に類を見ない

ラスを誇る健康都市へと舵を切っております。

＂サッカーを核としたまちづくり＂を進め、歴史が

会員の皆様、帰省の際には是非藤枝のまちをお

育み地域に根付いた我がまちの財産であるサッ

歩きいただき、一層健康で更なるご活躍をご期待

カーを通じた施策に益々力を入れております。し

申し上げます。そして今後とも本市への皆様のお

かし最近嬉しいことに、
「藤枝はサッカーだけでは

力添えを重ねてお願い申し上げます。

ない」と県内外から注目をいただくことが大変増
えています。
本市はこの３年間で人口が約1,500人増加し、
県内では２年連続１位となる伸びを見せていま
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結びに静岡県人会の益々のご発展と会員の皆様
のご健勝ご多幸を祈念してお祝いの言葉といたし
ます。
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県内市長より

静岡県人会設立120周年を祝して
御殿場市長

若林
静岡県人会が設立120周年を迎えられましたこ
とを、心からお祝い申し上げます。
今日に至るまで120年にわたり、ふるさと静岡
に対する先人方の熱い想い・活動により、伝統あ
る県人会として着実な発展をなされていることに
対しまして、深く敬意を表します。

洋平

ましても、御殿場ジャンクション以東の区間が
2020年度の供用開始へ向けて事業が進められて
おり、首都圏からのアクセスも今後一層向上する
ことが見込まれています。
さらに本市は、子ども医療費助成をはじめとす
る子育て支援の充実や、企業誘致の推進等による

さて、御殿場市は、世界文化遺産となった富士

雇用確保対策、防災・危機管理体制の強化などの

山の東麓に広がる高原のまちです。
首都圏に近く、

取組みにより、富士山麓の良好な環境のもと「人

東名・国道138号など主要道路が交差する交通の

口が増え続けるまち」を目指しております。

要所にあるため、富士山をはじめとする恵まれた

静岡県人会におかれましては、設立120周年を

観光資源を活かした魅力の創出により、富士箱根

機に、一般社団法人として新たなるスタートを切

伊豆交流圏における「観光ハブ都市」となること

られたと伺っております。本市を含む静岡県の今

を目指しています。スポーツツーリズムの推進を

後の発展のためにも、貴会から各方面への情報発

はじめ観光交流人口の拡大に積極的に取り組んで

信を期待し、
また益々のご発展をご祈念申し上げ、

おり、なかでも市馬術・スポーツセンターは2020

挨拶とさせていただきます。

年東京オリンピックに向けた馬術競技ナ
ショナルトレーニングセンターとして国
の指定を受け、ジュニアを中心に全国規
模の大会が開催されております。また、
昨年４月には市総合景観条例を施行し良
好な景観づくりに取り組むなど、外国人
を含む多くの来訪者がある富士山麓にふ
さわしいまちづくりを進めております。
現在三ヶ日～御殿場ジャンクション間が
開通しております新東名高速道路につき
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御殿場市街地

静岡県人会設立120周年を祝して
袋井市長

原田
静岡県人会が、設立120周年を迎えられました
ことを心よりお祝い申し上げます。

英之

おります。また、これまでも政策の中心に位置づ
けてきた、からだ・心・まちの健康に関する施策

明治27年の設立以来今日まで、各界にてご活躍

を充実させることで、
「日本一健康文化都市」
の実

されている静岡県出身の皆様の絆を深める交流の

現に向かって市民の皆さんとの協働により進めて

場として、また、郷土の発展のためご協力、ご尽

いるところです。

力を賜り深く感謝申し上げます。

当市は本年、合併後、市制施行10周年の節目の

わが袋井市は、県西部地方に位置し、海や山、

年を迎えます。これまでの理念を継承するととも

田園などの自然が豊かで、人口増加率や出生率が

に、新しい価値観の創造を視野に、これからの当

高く、若い人が多い元気なまちです。

市の発展を進めてまいります。静岡県人会様にお

地方自治体は、昨今の地方分権の進展に伴いこ

かれましても、郷土静岡県と、当市の発展に引き

れまで以上に市民のニーズに合った行政サービス

続き厚いご支援とご協力を賜りますようお願いい

の展開と、創意工夫による個性あふれるまちづく

たしますとともに、皆様方のますますのご活躍を

りが求められております。本市は出生率が静岡県

お祈りいたします。

下23市中第１位とトップでありまして、
「子ども

南北通路が開通したJR袋井駅

を産みやすく、育てやすい」環境の整備を進めて
姉妹都市「米国ヒルズボロ市」との交流促進確認書の締結
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県内市長より

静岡県人会120周年を祝して
下田市長

楠山

俊介

静岡県人会創立120周年を迎えられましたこ

政運営を行っております。
「快国」は「開国」から

と、誠におめでとうございます。静岡県人会の皆

の造語でありますが、
「一流の生活地こそ一流の観

様方には、郷土を愛し、幅広い分野においてご活

光地である」との理念のもと、まちを愛し、まち

躍されており、深く敬意と感謝を表する次第であ

を楽しみ、まちを創る市民の皆様のエネルギーを

ります。

いただきながら、活力あるまちづくりを進めてお

伊豆半島の先端に位置します下田市は山と海、

ります。

ひととまちの魅力に溢れ、
「いつ来ても何度来て

開国の舞台となったまちとして、その歴史とそ

も」楽しい観光地を目指しております。観光は下

こに関わった偉人の皆様の功績を伝え、国際親善

田市の中核産業であり、総合産業、地場産業であ

に貢献するために昭和９年より「黒船祭」を開催

ります。その推進力として「下田市観光まちづく

し、本年76回を迎えます。国内外より多くの皆様

り推進計画」
を策定し、事業を展開しております。

のご参加をいただき、国際色豊かな祭典でありま

「世界一の海づくりプロジェクト」
では、体験型、
通年型の海の楽しみとともに安全、健全、美観の

す。是非とも静岡県人会の皆様にも郷土の誇るべ
きものとしてご参加いただきたいと思います。

海づくりを目指しております。
「美しい里山プロ

静岡県人会の皆様には、今後も引き続き静岡県

ジェクト」では、里山整備、森林整備、農林業再

に対する変わらぬご支援並びにご協力をお願いい

生を目指しております。
「美味しいまちづくりプロ

たしますとともに、静岡県人会のますますのご発

ジェクト」では、海の幸、山の幸の食をテーマに

展並びに会員皆様方のご活躍を心より祈念申し上

おもてなし、ブランド化、特産品開発、歩いて楽

げます。

しいまちづくりを目指しております。
「30カラー
ズプロジェクト」では、着地型観光、情報発信と
して三十色、三十種類の下田を楽しむパンフレッ
トを作成し、下田らしさをテーマに各種の商品化
を目指しております。
これらを展開することで、
「暮らす人も、訪れる
人も、快適なまち『快国』下田」を目標に日々市
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第76回日米先賢の慰霊と国際友好の祭典「黒船祭」

120周年を祝して
裾野市長

髙村

謙二

静岡県人会設立120周年という記念すべき節目

的な取組みとご努力の賜物であったことを思え

の年を迎え、記念誌を発行されますことは誠に喜

ば、今こそ、将来への更なる投資を行う時である

ばしく、心からお祝いを申し上げます。

と考えております。

また、創立以来120年の長きにわたり、経済、

裾野市には、
世界遺産の富士山や須山浅間神社、

文化、教育など幅広い分野で裾野市の発展にご支

平成26年9月に世界かんがい施設遺産として登録

援ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

された深良用水など素晴らしいものが沢山有りま

裾野市は、その名のとおり日本が世界に誇る雄

す。是非、皆様も裾野市へお越しいただき、裾野

大な富士山のすそのに広がる、豊かな水資源と緑

市から眺める富士山宝永火口と左右均整のとれた

美しい自然に恵まれたまちです。また、世界的な

稜線の美しさ、そして多くの観光スポットや自慢

企業を含む多くの企業が立地しております。

の食材を堪能していただければ幸いです。

しかし、県内他市町と比較すると全国的な知名
度は、まだまだ劣ります。
そこで、キャッチフレーズ「あの、その、すそ
の」を選定し、
「あの裾野」
、
「その裾野」と力強く

今後も引続き裾野市の発展にご尽力を賜ります
ようお願い申し上げますとともに、静岡県人会の
益々のご発展と会員皆様のご活躍をご祈念申し上
げまして、お祝いのことばといたします。

セールスしております。名刺交換をした時などに
「裾野市はどこですか」と聞かれて、説明に窮し
「あの～」
、
「その～」
と口ごもるのではなく、例え
ば「あの、子育てしやすいまちとして有名な裾野
市です」
、
「県内トップクラスの企業誘致支援策を
持っている、その、裾野市です」と胸を張って言
えるよう、眠れる資源を発掘し、既にある宝物に
は磨きをかけ、裾野市の魅力アップ、情報発信を
積極的に行っております。
裾野市が今日まで発展の基礎を築くことができ
たのも、先人の優れた先見性、企業誘致への積極

裾野市から望む「紫桃富士山」
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県内市長より

静岡県人会120周年に寄せて
湖西市長

三上
世界各地、日本各地でご活躍の静岡県人会の

元

翌々年2017年は1867年大政奉還から150年、

方々に、県の西端、濱名湖西岸の６万人のまち、

明治150年にも当たりますが、湖西市の生んだ偉

湖西市から近況をお伝えします。

人、豊田佐吉翁の生誕150年の記念すべき年なの

2015年は新居町と湖西市が合併して丸５年の

です。湖西市では2016年から１年間に各種行事

年、県議会議員と市議会議員の選挙の年でもあり

や記念品を売り出す準備を、企画委員会を組織し

ます。
そして新居関所の復元は着々と進んでおり、

て練っています。技術立国日本・発祥の地として

周辺は電信柱が無くなります。静岡県に帰郷の時

の誇りを伝えるものづくり会館・佐吉道場の建設

には、江戸時代の建物が残る唯一の関所に是非と

の提言や、世界に人材を送る留学支援制度の新設

もお立ち寄り下さい。

の提言が出されようとしています。

翌2016年は世界サミット会議が、ひょっとす

緑の中に研究所と工場のあるまち、製造品出荷

ると浜名湖サミットと名付けられて行われる可能

額１兆7000億円で全国22位のまち、豊田佐吉翁

性があることです。2013年には富士山が世界遺

と豊田喜一郎氏の生まれたまち、湖西市の近況報

産になり、次は世界の首相が浜名湖に集まるよう

告でした。

に、県知事が国に強く働きかけています。ご期待
下さい。
新居関所

22

豊田佐吉記念館

静岡県人会120周年に寄せて
伊豆市長

菊地 豊
静岡県人会設立120周年、誠におめでとうござ

した西之島、あれこそが二千万年前の伊豆の姿で

います。今から120年前と言えば、日清戦争を戦

す。既に観光地となっている浄蓮の滝、修善寺温

い、日露戦争に歴史が向かい始めている激動の時

泉の独鈷の湯、土肥金山なども火山の贈り物、す

代です。貴県人会は、どれほどの汗と涙と笑顔と

なわち「ジオパーク」なのです。古い観光地伊豆

歓びを見てきたことでしょうか。

も、新たな視点で眺めてみるとまた違った魅力が

昨年９月、世界ジオパークユネスコ会議に出席

見えてきます。

するため、カナダを訪れました。９月下旬に最低

このような交流事業を発展させることのできる

気温が零度。ツアーの車中でガイドさんが「我が

大きなエンジンが静岡県人会であると期待してい

市でも高齢化が進み、活力を維持するためには、

ます。歴史も古く、人材豊富な貴県人会なればこ

世界のどの国からでも良いので移民を増やしてい

そ、様々な交流事業に手掛けていただけるものと

かなければならない」と話してくれたことに驚い

思います。益々のご発展を、心からお祈り申し上

たのは、私一人ではありません。翻って、温暖な

げます。

気候と鮮かな四季の移り変わりに恵まれた静岡県
は、世界で最も住みやすい場所のひとつと断言で
きるのではないでしょうか。
新興国の台頭と急激な少子高齢化で、内需は縮
む一方のように感じられますが、これを乗り越え

地を訪れることは無条件で楽しいものです。

浄蓮の滝

る一つのヒントが交流事業だと思います。別の土

例えばジオパーク。伊豆半島、房総半島、三浦
半島と首都圏には３つの半島があるのに、なぜ伊
豆半島だけが北に向かって流れる川（狩野川）が
あるのか、なぜ伊豆半島には突出して温泉が多い
のか。それは伊豆半島が「南からきた海底火山の
贈り物」だからです。最近小笠原諸島に突如出現

修善寺温泉

（桂橋）紅

葉
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県内市長より

『静岡縣人』
120周年記念号に寄せて
御前崎市長

石原
静岡県人会会報「静岡縣人」の120周年記念号

茂雄

に資することを目的に造られた施設です。

発刊を心よりお慶び申し上げます。

このほか、御前埼灯台下駐車場隣接地には、日

明治27年の創刊以来、今日まで編集責任者をは

本財団と市民有志らでつくる一般社団法人「御前

じめ、会報発行に関わられた方々のたゆまぬ努力

崎スマイルプロジェクト」の連携により、全国２

と熱意に、
心からの敬意とお祝いを申し上げます。

例目となる
「渚の交番」
もオープンいたしました。

また、会員の皆さまには各所でご活躍され、ふる

今後は、水難事故の防止や海岸地域の防犯活動は

さと静岡の発展のため格段のご高配を賜り厚くお

もとより、市内観光振興や子供たちへのマリンス

礼申し上げます。

ポーツの普及、教育など、海辺の総合的な窓口を

さて、政府においては、
「まち・ひと・しごと創

担う施設として活用していきます。

生本部」
が設立され、現代社会における、人口減・

この10年、市民一人ひとりが積極的に市政にご

高齢化という我が国が直面する大きな課題に対

参加をしていただいたことにより、徐々に融和が

し、国と地方が一体となった取組みを推進しよう

図られ、将来に向けた節目と10年、20年後を見

としています。

据えた基礎ができあがりました。

我々基礎自治体は、地域の特色を生かしながら

これからもこの節目を大切にしつつ、10年、20

簡素で効率的な行政運営を目指し、事務事業を見

年と御前崎の発展のため歩んでまいりたいと思い

直すなど、国、県等の特定財源を最大限活用しな

ますので、引き続きご指導を賜りますようお願い

がら、徹底した行財政改革に努めております。

いたします。

また、先の新聞報道では、静岡県の人口流出が

結びに、静岡県人会が今後ますますご発展され

全国ワースト２位と発表されるなど、当市を取り

ますとともに、会員の皆さま、そして関係の皆さ

巻く環境も大きく変化し、防災対策、経済・雇用

まのご健勝とご活躍を心からご祈念申し上げまし

対策など新たな課題が発生しております。

て、お祝いのことばといたします。

そのような中、御前崎市も昨年市制施行10周年
の節目を迎えました。
市内には、国道150号沿線に新しく県下22番目
の道の駅として、
「風のマルシェ御前崎」
も完成い
たしました。マルシェとは、フランス語で
「市場」
を意味し、地域農業の活性化と農業者の活力向上

「渚の交番」
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『静岡縣人』
120周年記念号に寄せて
菊川市長

太田
静岡県人会設立120周年、誠におめでとうござ
います。心よりお慶び申し上げます。

順一

パブリッシング社が発行する、若い主婦層をター
ゲットにした雑誌『aene
（アイーネ）
』において、

貴会は、明治期から脈々と歴史を刻み、その崇

「主婦が幸せに暮らせるまちランキング」中部ブ

高な理念を実現するために、
これまで活動を発展、

ロック第１位、全国第17位という高い評価をいた

継続されてきました。これも発足以来、会員をは

だき、非常にうれしく感じております。

じめ関係者の皆様方の「ふるさと静岡」を想う熱

人口減少・少子高齢化が進むなか、本市も多く

意の賜物であり、改めて敬意を表するものでござ

の課題を抱えておりますが、立ち止まることなく

います。

「元気な菊川市」
実現のために尽力してまいる所存

菊川市はその歴史には到底及ばないものの、今

でございます。静岡県人会の会員の皆様におかれ

年度、市制10周年を迎えることができました。平

ましては、郷土静岡、菊川市の発展のため、ご指

成17年１月に菊川町と小笠町が合併し、菊川市が

導、ご鞭撻を賜りますよう、心からお願い申し上

誕生。市民一人ひとりがまちの魅力や地域の資源

げます。

を再認識するとともに、ふるさとに愛着を感じ、

終わりに、この度の設立120周年を契機に、静

未来に向けて夢と希望にあふれたまちを引き継い

岡県人会の益々のご発展と会員の皆様方のご健

でいくための節目と捉え、１年間、様々な記念事

勝、ご多幸を心より祈念いたしまして、お祝いの

業を実施してまいりました。

言葉とさせていただきます。

平成の大合併によって静岡県内の市町村は、74
市町村から35市町になりました。本市は人口

菊川駅前ロータリーと菊川市マスコットキャラクター「きくのん」

４万８千人の小さな都市ではありますが、政令市
の静岡市、浜松市の中間に位置し、JR東海道本線
菊川駅、東名高速道路菊川ICを有し、近隣にも新
幹線掛川駅、御前崎港、富士山静岡空港と陸海空
の交通拠点が揃う利便性に富んだ地域でありま
す。豊かな自然とあわせ、子育て支援、安全安心、
雇用の確保などの重点施策に取り組み、
「住んでよ
かった、住みたくなるまち」の実現に向けてまち
づくりを進めております。そのようななか、学研
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県内市長より

静岡県人会創立120周年を祝う
牧之原市長

西原

茂樹

静岡県人会が本年めでたく創立120周年を迎え

位置付け、
将来にわたり市民の皆さんが住みたい・

られましたこと、また、一般社団法人として更な

住み続けたいと感じていただけるようなまちづく

る飛躍に向けスタートを切られましたことを、心

りの実現に向け、今後も市民協働で取り組んでま

からお慶び申し上げます。明治27年の設立以来、

いります。

会員相互の親睦や、ふるさと静岡の発展のためご

市誕生10年目の節目となる平成27年度は、本

尽力されました会員の皆様方に、心から敬意を表

市出身の棋士加藤桃子さん（第７期マイナビ女子

します。

オープン女王・第４期リコー杯女流王座・奨励会

さて、牧之原市は、本年10月に市制施行10周

初段）が、第８期女王の座をかけて市内で凱旋対

年を迎えます。私は初代市長として、これまで
「幸

局いたします。このほか、スポーツ・文化・芸術

福実現都市」を目指し、
「市民一人ひとりが主役」

など、牧之原市の魅力を広く発信するメモリアル

という理念に基づき市民協働によるまちづくりを

事業がたくさん開催されます。静岡県人会の皆様

進めてまいりました。男性も女性も年齢を問わず

には、是非この機会を利用して故郷へ足を運んで

共に学ぶワークショップ形式の
「男女協働サロン」

いただきたいと思います。

です。このサロンで市民と行政が一緒になって作

最後になりましたが、2020年東京オリンピッ

り上げた「津波防災まちづくり計画」が早稲田大

ク・パラリンピックの開催都市として「東京」が

学マニフェスト研究所の「第８回マニフェスト大

世界的にも注目度を増していくなか、貴会の今後

賞グランプリ」を受賞するなど、市民協働の取組

益々のご発展と、会員の皆様のご活躍とご健勝を

みは、全国的にも注目を集めました。本年度より、

心からお祈り申し上げお祝いの言葉とさせていた

この計画を基に津波避難タワーや防災公園などを

だきます。

整備し、
より一層の防災対策を推進していきます。
また、昨年、次世代に向け更なる発展を遂げる
ための設計図となる「第２次牧之原市総合計画」
を策定いたしました。子育て・高台開発・産業雇
用・健康などに関する事業を重点プロジェクトに

牧之原市男女協働サロン
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アメリカから
おめでとうございます
ニューヨーク静岡県人会会長

渡邉
静岡県人会設立120周年、誠におめでとうござ
います。

富士夫

業の方々、老・壮・青の男女を問わず幅広い年齢
層の方々に支えられております。

ニューヨークには約６万の日本人が住んでいる

懇親会には静岡県の特産品を製造する企業様か

と言われており、ほぼ全国の県人会があるようで

らも、多数の差入れのご提供を頂き、暫し、郷土

す。

の地酒に酔い、故郷の味を思い出しております。

その中でもニューヨーク静岡県人会は昭和64

それこそ時の経過も忘れて、
子供の頃の思い出、

年（1989年）に設立され、現在約130名の方の登

学生時代の同級・同窓・クラブ仲間の消息等熱く

録を頂いております。

語り合っています。最近はご当地グルメで有名な

昨年富士山がユネスコ世界文化遺産に登録され

＂富士宮焼きそば学会＂ や ＂浜松餃子学会＂ の方々

“I know Shizuoka, Fuji-San”と、ニューヨー

からもご支援を頂いております。運営の要となる

カーの間でもShizuokaの知名度が一挙にアップ

県人会事務局は長年静岡銀行ニューヨーク支店様

いたしました。
（因みに私の名前は ＂富士夫＂ で、

に担当して頂いております。
（詳しくはFacebook

直ぐに名前を覚えてもらえて助かっています）

のニューヨーク静岡県人会をご笑覧お願いしま

現在の主な活動は夏・冬年２回の懇親会で、毎
回約40〜50名の参加を頂いており大いに盛り上
がっております。在米50年近い大ベテランから、

す）
平成23年の東日本大震災は当地での県人会活
動にも大きなインパクトを与えました。

日本を背負って走る企業戦士、博士・公認会計士・

より大きな単位の結束の必要性も検討し、現在

研究員・留学生の方々、女優・Jazz演奏家・ピア

静岡・愛知・岐阜・三重の ＂東海４県＂ が連携し、

ニスト・画家・ダンス等の舞踏家等才能豊かなアー

相互協力体制がつくれるような話も進めておりま

ティスト、日本料理・不動産・美容室経営等自営

す。
今後も静岡県人のニューヨークでの窓口とし
て、活動していこうと考えております。
何卒宜しくお願い申しあげます。
渡邉富士夫profile
昭和26年静岡県庵原郡蒲原町生まれ（富士山の麓で生まれたので富士
夫と名づけられた）。1975年伊藤忠商事入社。現伊藤忠メタルスニュー
ヨーク支店長。ニューヨーク勤務は２回目で2011年よりニューヨー
ク静岡県人会会長。
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静岡県人会120周年記念に寄せて
南加静岡県人会会長

柴
静岡県人会の設立120周年にあたり心からお祝
い申し上げます。

邦雄

第二次大戦の開戦により、西海岸は戦略的危険
地域に指定され、県人会会員も、強制収容所に送
られたり、任意にユタ州等、内陸の非危険地域に

私たち南加静岡県人会は、この百年間、激動に

転住したりしました。ロッキー山脈山間部には、

満ちた日米関係史を直に体験してきました。

静岡敬友会(1918年頃発足)があり、戦時中は疎開

静岡県からは19世紀末、一世移民の方たちが海を

してきた転住者で特に活発な活動をしていました。

渡ってきました。
1905年には、南カリフォルニア在住の静岡県
出身者が親睦会を始め、この「駿豆親睦会」が現
在の南加静岡県人会の土台となりました。

敬友会は後にインターマウンテン静岡クラブと
改名され、1955年発刊の南加静岡県人会の住所
録に、姉妹会として掲載されていました。
現在も、県人会会員の３分の１近くは、このイ

記録によれば、県人会は1930年代に興隆を極

ンターマウンテン静岡クラブと繋がりのあった方

め、1936年には、南加地方で500人程の会員を誇

たちです。終戦を迎えると、転住していた人の多

りました。第二次大戦前は、アメリカに移ってき

くは南カリフォルニアに戻り、静岡県人会も活動

たばかりの人々が生活を築き始めるためのネット

を再開しました。

ワークとして、重要な役割を果たしました。

近年の県人会の最も大きな行事は、毎年恒例の
新年会兼総会であり、静岡県からの功労者・高齢
者表彰や、余興を行います。
また、夏恒例のピクニックや、先輩移民の追悼
会も開催しています。
過去には、ラスベガスや近郊の砂漠での自然散
策などの遠足旅行も行われました。

本寄稿は、静岡や日本というルーツをより深く
理解してもらいたいという気持ちを込めて、日米
の若い世代に捧げます。

29

各地県人会より

我が県人会の紹介
英国静岡県人会会長

澤野
私たち「英国静岡県人会」は、1999年の春に

多加史

う朗らかな集まりになっています。

英国ロンドンにて発足いたしました。初代会長は

又、静岡県広報課からは毎月「しずおか県民だ

発起人で発案者の茅原初子さんでした。彼女は富

よりを」送っていただき、毎月の例会にはこの広

士市の出身で、1998年に渡英留学しましたが、

報誌を持って行き、静岡の今を楽しんでいます。

英国には他県の県人会は沢山あるのに、静岡県人

しかし今では初代会長を始め多くの会員が、日本

会が無い事に気付き、こちらで発行している日本

へ帰国してしまい、発足当時を知る人たちは数名

語の新聞に「静岡県人会を発足します」という記

になってしまいました。時の流れを感じるととも

事を載せた所、一気に35名の応募者が集まりまし

に、新たに会員になった人たちの新しいエネル

た。

ギーでこれからも末永く英国静岡県人会が継続す

県人会事務所はロンドンにある私のオフィッス

る事を願っています。

を利用して、1999年２月４日に発足会；
「手料理
の会食パーテー」と題して27名の参加者が集まり
盛大にスタートをしました。その後、月１回の例
会、旅行、演奏会、運動会、 講演会、 他県人会
との交流会、忘年会、新年会等を開催。そしてロ
ンドンに住んでいない会員の方々には、広報誌を
発行して情報交換をしています。
発足以来15年目になった「2014年」には登録
会員は98名に上りました。会員の中には静岡出身
ではない方もおりますが、皆さん静岡が好きな方
ばかりです。又、英国人で昔静岡に住んでおられ
た方も会員になっています。毎月の例会はロンド
ンにある素敵なワインバーで行われており当日は
こちらで生まれた赤ちゃんから、英国に50年以上
住んでおられる人まで、老若男女静岡弁が飛び交
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profile
静岡市用宗出身

渡英暦40年

2代目会長を務めて10年になります。

静岡県人会120周年に寄せて
北京静岡県人会幹事

土屋

知美

北京静岡県人会は創立より会員数は延べ200名

学です。日本では認識は薄く、針灸と言ったら肩

以上を超え、現在実質40〜50名が登録されてお

こり腰痛等の疼痛疾患の治療という考えを持たれ

り２か月に１回、留学生や駐在員が10〜20人ほ

る方が多いですが、実際副作用がなく人体の自然

ど集まり食事などしながら交流をしています。

治癒力を高めたり、西洋医学では治療できない症

近年中国というと尖閣諸島や食品の問題、大気

状を緩和したりと、何百種類もの疾患に対応でき

汚染などの報道が日本でよくみられ、これらの報

る素晴らしい治療法の一つです。良いものもたく

道により日本人からの中国人への印象はあまり良

さんあるにも関わらず中国の現状は、企業の北京

いものではないと思います。正直私が学生の時の

離れや留学生の減少が進み印象も良くありませ

中国に対しての印象は、良いものではありません

ん。実際に北京で暮らして感じた中国人のあたた

でした。しかし今私は北京に住んで４年になりま

かさや素晴らしい文化が日本に伝わるよう、今後

す。実際に北京に住んでわかりましたが、中国人

日中友好と同郷者の親密な関係作りを目指して北

は親切な人が多いです。バスや地下鉄ではお年寄

京静岡県人会をより盛り上げていきたいと思いま

りや妊婦さんを優先して席を譲ります。そして、

す。

中国では子供を宝宝と呼びます。子供もお年寄り
や妊婦さんと同様にみんなから大切に守られてい

最後になりましたが、この度は静岡県人会120
周年誠におめでとうございます。

ます。その子供が病を患
うと、貧困の地域では村
中でお金を出し合って大
きい都市の病院へ治療に
行くように助け合います。
また中国には茶道や中
医学など伝統文化がたく
さんあります。私が勉強
している針灸は中国古来
の思想を中心に、二千年
以上の歴史が構築した理
論と実践に基づく経験医

31

各地県人会より

東京県人会発足120周年に寄せて
北海道静岡県人会会長

大長

記興

静岡県人会発足120周年、真におめでとうござ

おります。現吉田源彦宮司様をはじめ社務所の

います。心からお慶び申し上げます。記念すべき

方々に多大のお世話を頂いており、感謝の気持ち

節目の折りに、
「北海道静岡県人会」
の会長を務め

で一杯です。ここに事務所を置いて頂き、事務局

させて頂いておりますことを光栄に存じます。

をお引き受けいただけなければ、私どもの県人会

私は、静岡から北海道に移住をした３代目にな

は存続していただろうかと考える程でございます。

ります。祖父、父が静岡市の生まれで、私自身は

明治以降、北海道には全国津々浦々から、それ

北海道帯広市の生まれです。父が亡くなりまして

ぞれの事情を抱えつつも新天地の開拓に意欲を燃

から間もなく県人会のありますことを知り、もっ

やし、厳寒の原始林を切り拓いて、今日の560万

と静岡の事を知りたいとの思いから入会をさせて

北海道民の生活と経済と文化が成ったのでありま

頂きました。また、今となっては懐かしい思い出

す。

となりましたが、父から「お前は静岡に戻っても

そんな中で、依田勉三翁のように著名な方もい

らいたい」と話され、静岡県庁を受験しましたが

らっしゃいますが、静岡県人の道内に在住する方

見事に不合格でした。決して自慢するのではござ

は、他県出身の方々に比べて大変少ないように思

いませんが、自分の人生で試験に失敗したのは、

えます。したがって、県人会に加入している人た

この１回だけであります。父祖伝来の地からの厳

ちの数も少なく、活動には皆さんが苦労をされて

しいお達しは、その後の私の人生に大きく良い方

おります。現在の県人会役員の皆さんは大変活動

向への道標となったように思います。

に熱心であり、
「会員増強」
「若い人たちの加入促

私が県人会に入会致しましたのは、初代会長で

進」にいろいろと知恵を絞って活動しているとこ

あります北海道神宮の中野尹亮宮司様の時で、爾

ろであります。会員のみなさんや役員の方々にお

来16年を経過致しました。中野宮司様はそれから

助けいただきながら、私も会の発展に微力を尽く

間もなくお亡くなりになりましたが、以降も私ど

したいと考えております。

も県人会の事務局は、神宮社務所に置いて頂いて

今後共、静岡県人であることの誇りと嬉しさを
持ち続け、
歩んでまいりたいと決意を致しながら、
改めて会報の120周年記念号発刊をお祝い申し上
げます。
profile

だいちょう・のりおき

昭和14年3月北海道帯広市にて出生（静岡県移住3代目）。37年３月
北海道大学卒業。同４月札幌市奉職。平成13年３月札幌市助役（現副
市長）退任。現在、地崎商事株式会社会長。25年より北海道静岡県人
会会長。
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祝

辞
石川静岡県人会会長

石川
貴会に於かれましては、益々ご盛昌のこととお
慶び申し上げます。

憲一（金沢工業大学学長）
活動を行っています。
これまで、年１回の総会をはじめ、浜松基地に

扨、この度は貴会が設立120周年を迎えられま

所在する航空自衛隊の教育機関の卒業生が多く在

したことは、誠に喜ばしく衷心より祝意を表する

籍する小松基地の見学会や、静岡県にゆかりのあ

次第であります。明治中期の設立以来、我が国の

る選手が多く所属するサッカーJ3リーグ加盟の

近代化や戦後の高度経済成長期を挟んだ長きにわ

「ツエーゲン金沢」と「藤枝MYFC」との試合を応

たり、故郷を同じくする会員相互の親睦や福利増

援するツアーの実施や地元の大学祭への参加な

進に努められ、今日のご隆盛を成し遂げられたこ

ど、会員相互の親睦を図るために各種の交流事業

とは、貴会の歴代の会長・役員各位をはじめ会員

に取り組んでいるところであります。

の皆様のご努力の賜と拝察申し上げます。

当会と致しましては、長い歴史と実績を有する

石川静岡県人会（会員：静岡県出身者等で石川

貴会の取り組みや活動を参考にさせて頂きなが

県に於いて活躍している方々）は、小松－静岡便

ら、今後も精力的に活動を行って参りたいと思っ

の就航を機に2009年に発足致しました。しかし

ております。貴会に於かれましても、更なるご発

ながら就航僅かにして本航空便は運休となりまし

展ご躍進なされることを祈念申し上げます。

たが、
「交流は空路に限らない。今後、益々両県の
交流を活発化していこう！」との意気込みから県
人会活動を継続し、現在150名余の会員が参画し
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まずは略儀ながら、書面をもってお祝い申し上
げます。
平成26年10月吉日

東京静岡県人会120周年に寄せて
東海静岡県人会会長

鈴木
貴県人会が創立120周年を迎えられましたこと
を心からお祝い申し上げます。
顧みますと貴県人会は明治時代末に第一歩を踏

隆一郎

回の役員改選など重要事項の審議に参加し、会員
の承認を受けます。次いで県人会が主催する各種
事業に積極的に参加し日頃お付き合いの方々を

み出されて以来、大正時代、激動の昭和時代とと

誘って頂いております。役員・会員の皆様方には、

もに幾多の変遷を重ねながらも、今日まで発展し

会の基盤を支えて戴くのが大きな役割であります。

てこられました、貴会の輝かしい歴史と伝統の重

本会の主事業は、毎年6月総会、8月家族納涼

みを、読む者すべてが感じられる立派な史誌とし

会、9月ふるさと全国県人会まつり、11月ふるさ

て後世に残されることと確信します。

と訪問日帰り旅行、その他観劇会の紹介と講演会

さて、東海静岡県人会の目的は、言うまでもな

と、毎年有意義な事業が催されています。この諸

く会員相互の親睦と福祉を図ることです。隣県同

事業の内、
全国県人会まつりについて紹介します。

士の静岡・愛知の交流、国際的な親善も大きな役

静岡県の物産品「天竜のお茶」
「わさび漬け」
「浜

割と考えています。そのためには、県人会の活力

松ぎょうざ」
「富士宮焼そば」等を販売し、大変好

を強めることが大切で、魅力ある事業を通して、

評を受けました。

現在800人の会員を1000人以上に増やしていき
たいと考えています。
東海静岡県人会の運営をより強固なものにする

終りに、東京静岡県人会のご発展をお祈りする
とともに、明日への希望と活力の源泉となります
ようお願い申し上げ、挨拶といたします。

ため、
いろいろな分野で現に活躍している方々に、
会の集いの時、その分野において有益なお話をし
て頂いたり、会のあり方にも助言を頂くため、各
界の著名な方に顧問をお願いしています。顧問を
お願いしている方の中には、世界のトヨタ、豊田
章一郎氏を終身最高顧問に就任頂いております。
「最高顧問豊田章一郎」
と言うだけで、県人会のイ
メージアップには計り知れない効果と期待ができ
るわけでございます。
ここで、本会の役員構成を紹介しますと、会長
以下、副会長、幹事長、事務局長のほか、財務部、
事業部、広報部と会計監査及び幹事によって構成
されております。幹事会は、会則改正、２年に１
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静岡県人会創立120周年を祝う
大阪静岡県人会会長

只井

保

貴静岡県人会が此の度一般社団法人静岡県人会

さて、私が大阪静岡県人会会長を仰せつかりま

として創立120周年を迎え、併せて記念事業の一

したのは平成14年で当時会員の高齢化による減

環として記念誌を発行されます事に対して心から

少が目立ちましたので、会の活性化を計るために

お祝い申し上げます。

アンケート調査をしましたところ積極的な回答が

貴県人会は明治27年創設されて以来大正・昭

ありました。

和・平成の４世代、とりわけ第二次世界大戦の戦

１．富士山の環境保全

中戦後の厳しい昭和時代に首都東京に於いて各界

２．郷土訪問旅行

でご活躍され、今日の輝かしい一般社団法人静岡

３．親睦交流会

県人会120周年を迎えられました由、誠に御同慶
の至りでございます。

特に、富士登山した若い女性から「遠くから眺
める富士山はとても美しいが、登ってみたらとて

過日「静岡縣人」120周年記念号への寄稿を承

も汚れが目立ちました。登っても美しくあってほ

りまして、早速貴県人会のホームページを拝見し

しい」とのことで、この回答に全員胸を打たれま

ましたところ、巨大な組織と綿密な計画で行事が

した。

盛大に行われていることに大変感銘を受けました。

その後、行事活動の一つに「私達の美しい富士

また、川合会長様はじめ会員相互の親睦とふる

山を守ろう」をスローガンとして200個の募金箱

さと静岡の発展に寄与されていることも貴県人会

を、会員、友人、知人、そして勤務先等に配りPR

の大きな実績であります。

活動しましたところ大変な反響で、募金活動の一

昨年は、念願の三保松原を含む富士山の世界文

環として富士山チャリティーゴルフ大会等も12

化遺産の登録が実現しまして誠におめでとうござ

年間継続し、会員拡大にも士気の高まりを感ずる

います。

程成果がございました。
幸い昨年は創立100周年行事を挙行致しました
ところ、その節は川合会長様には御祝辞を頂戴し
まして誠にありがとうございました。
貴県人会の今後益々のご発展と会員の皆様の御
健勝と御多幸を祈念申し上げ、私のお祝いの言葉
とさせていただきます。
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東京静岡県人会120周年に寄せて
神戸静岡県人会会長

牧野

好男

東京静岡県人会の皆様、創立120周年まことに

100周年記念碑は、神戸市・大倉山の見晴らしの

おめでとうございます。心からお祝い申し上げま

良い神戸静岡県民の森に ｢富士山｣ のモニュメン

す。この大きな節目の記念式を迎えるに当たり、

トとして設立されています。

これまでに大変なご苦労とご努力のもとに歩み築

以後、例会は、春は４月初旬の日曜日（あるい

きあげられてきたものであり、心から深甚なる敬

は土曜日）に西宮の廣田神社（元官幣大社）で総

意を表する次第です。

会を兼ねた集い、秋は11月の日曜日あるいは土曜

私どもの神戸市静岡県人会は、明治34年
（1901

日に、神戸並びにその近郊をめぐる集いを続けて

年）に発足し、その歩みこそは113年を経過して

おります。下の写真はその例会のスナップです。

おりますが、平成７年（1995年）
、あの阪神・淡

東京静岡県人会の120年は、明治27年（1895）

路大震災時に大被害を受け、また多くの書類など

年、その発足から幾多の変遷があり、栄枯盛衰が

の紛失もありました。そこで存続も危ぶまれてい

繰り返されてきた大変な歴史的な歩みであります。

たところを奮起して、当時の新体制の会長、副会

東京静岡県人会の今後のさらなるご発展と皆様ご

長、ほか役員の方のご努力により、年２回の例会

一同様のご健勝とご活躍を心より祈念致しまして

を存続させて、平成13年（2001年）には100周

お祝いの言葉とさせていただきます。

年記念式典を開催することができました。その

平成26年９月中旬 記

神戸静岡県人会100周年の富士山記念碑とその前での記念写真
平成13年11月11日（神戸市・大倉山の神戸静岡県民の森にて）
秋の例会（伊丹郷巡り）平成25年11月30日
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静岡県人会創立120周年に寄せて
福岡ふじのくに静岡県人会会長

森

寛

静岡県人会が創立120周年を迎えられ、ここに

擁する福岡県は、東アジアの玄関口として多くの

記念誌を発刊されますこと、また一般社団法人へ

産業・文化の交流拠点となっており、静岡県内企

ご移行されましたこと、心よりお祝い申し上げま

業においても福岡県に拠点を設けることを一層の

す。

ビジネスチャンスとして捉え相当数進出していま

1894年の設立以来、
120年という長きにわたり

す。さらに、平成21年６月の「富士山静岡空港」

首都圏においてご活躍されている方々を中心とし

の開港により静岡県並びに福岡県双方の産業や観

て、経済界をはじめとする文化・教育など幅広い

光の発展が積極的に進められることが期待されて

分野で静岡県出身者の交流の輪を拡大されている

います。

「静岡県人会」ご関係者のたゆみないご努力に対
し、深く敬意を表します。

そこで、福岡県の各界でご活躍されている法人
並びに個人の方々の親睦を図り、
「ふじのくに交流

さて、静岡県と福岡県の交流は、鎌倉時代に静

の拡大版」として平成22年１月に当県人会は設立

岡県を含む東国の御家人が九州を含む西国へ領主

されました。年１回開催される総会時には、静岡

（地頭）
として赴き、そのまま定着したことによっ

県と交流を積極的に図っている諸団体のご招待や

て始まったと言われています。そして絆をより深

聖一国師ゆかりの寺社拝観などを行っています。

めた人物が、駿河の名僧
「聖一国師」
であります。

また本年度は、聖一国師生家（静岡市栃沢）のご

聖一国師は、
博多で広まった疫病を鎮めるために、

当主をお招きし交流を深めました。

人々が担ぐ施餓鬼棚に乗って、甘露水（祈祷水）

静岡県人会の皆様におかれましては、当県人会

を撒きました。それが福岡博多の夏を彩る博多祇

へのご支援を賜るようお願い申し上げ、静岡県人

園山笠のルーツと言われています。

会のますますのご発展を心から祈念申し上げます。

現在、九州全体の人口の４割弱の約500万人を

福岡ふじのくに静岡県人会総会
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聖一国師をテーマにした「日本平音楽会」（当県人会後援）におけ
る福岡交流団による博多一本締め
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120周年記念座談会

【 出 席 者 】
川合 正矩会長
渡邉 順彦副会長

宮村 眞平相談役
佐野 義矩相談役（前理事長） 森山 杏子理事
鈴木 啓介相談役（元理事長） 森嶋 正理事長

120周年を迎え、会長、副会長、理事長および

鈴木 私は、監事として３年、理事長として５年、

相談役に、いま県人会がかかえる課題について

会員になってから12～13年経ちます。私が理

語っていただきました。

事長だったのは、会長が藤田（弘道）さんのと

■ 会員数の減少と老齢化が恒常的問題

きで、その後の会長を川合さんにお願いしたの

――まず初めに、県人会に対する思い出からお願

が最後の仕事で、渡邉さんにも相談役になって

いいたします。

もらいました。理事長時代は会員数が減り続

佐野 私が県人会に入会してから６～７年が経ち

け、老齢化していって、意欲的な人がいなくて

ますが、まず最初に感じたのは、会員の年齢が

困りました。ただ、数人のしっかりした人がい

高くて、どうしたら若くできるかということで

れば、県人会は進むとは感じていました。支部

した。若い人にとっては、
「県人会は偉い人の

制の問題、法人化の問題は私の時代からありま

集まりで、
自分たちにはメリットがないのでは」

したが、
佐野さんに宿題として引き継ぎました。
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という意見が多く、若い人を入れるのは大変で

宮村 交流会には２回くらい参加したことがあり

す。総会や祝賀会の会費についても、若い人か

ましたが、県人会については、川合会長と渡邉

ら「高すぎる！」という意見があり、このよう

さんに「手伝え」と言われて入会しました。私

な若い人の意見を吸い上げる必要があるので

は榛原出身で、榛原郷友会の会長を現在もやっ

はないでしょうか。

ておりますが、こちらも老齢化が大きな問題に

なっています。若い人の間には、
「なんで郷土

会長も言っ

の仲間が集まる必要があるのか」という根本的

ていました

な問題があるようなんです。
「そんなものを作

が、文化会な

らなくても、いいじゃないか」
「なんで県人会

どをやってい

なのか」
「なんで郷友会なのか」という疑問が

て、なかなか

毎年出てきます。なんで県人会なのかというこ

活発だと思い

とを改めて考えるべきではないでしょうか。

ます。その参

川合 私は2001年に県人会があることを知って

加者を増やし

川合正矩会長

入会しました。同じ時期に高校の同窓会の会長

ていけばいいと思います。静岡県人の「出会い

も引き受けましたが、どちらも同じような問題

とよしみ」を広げられればいいのではないで

を抱えていました。一定年齢以上で、若い人が

しょうか。

入ってこないのです。同窓会には学年ごとに幹

鈴木 若いころは、あまりこのような会には興味

事がいて、その人を中心に集まりますが、県人

はなく、会社の現役を終わって、時間が自由に

会は東部から西部まであり、なかなか難しい。

なると、昔の仲間と会いたくなります。それは

でも、みなさんお忙しいのに、いろんなことを

ごく一般的なことで、これから60代になる皆さ

やっていると感心しています。こんなにやって

んもあと数年も経てばそうなると思います。そ

いる県人会は他にないのではないですか。

ういう方々を中心にして、そこにやる気がある

渡邉 私が県人会に入ったのは５～６年前のこ
と。島田に老人ホームを作ったら、ふじのくに

若手が集まってくれるのが現実的ではないで
しょうか。

の会のリストに載せられたのが縁です。それま

■ 理事会の活性化と相談役の活用

では郷土意識などあまりなかったのですが、鈴

――そのほかに県人会がかかえる問題はあるので

木さんに勧誘されて県人会に入りました。
その当時は会員数200人くらいでしたが、会

しょうか。
鈴木 私の頃は、財務的な問題もありました。法

員拡大を目指して新たに相談役13名を推薦し、

人にも広告をお願いに行き、静岡県発祥のある

入会してもらいました。

大手の会社ですが、会長はＯＫしても、下へ行

川合会長と同じ金谷出身ですが、県人会の目

くと「当社は静岡県人以外の社員が圧倒的多数

的は同じ町の出身、同じ県の出身という「よし

である」と……。期間限定で３年は広告をもら

み」と県人会を通じた交友が目的で、あまり難

いましたが、それっきりでした。企業のあり方

しく考える必要はなく、みんなが集まる機会を

というものも変わってきて、あちこちで、この

多くすれば会員も多くなると思います。

ように言われ始めました。財務的な面から言う
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渡邉順彦副会長

と、前知事・石

り、出られない人は外しました。それに80歳と

川（嘉延）さん

いう定年制も引きました。

のおかげで、東

森山 この前作ったパンフレットに30名の相談

京事務所に県人

役の方々が記載されておりますが、この方々に

会の事務所を置

会費をいただくだけではもったいないと思い

かせてもらい、

ます。社団法人になったので、具体的に活動し

会議する場所や

ていただくことはできないでしょうか。

電話も転送して

もらいました。このように、いろいろ変遷をく
ぐり抜けて、継続してきました。
森嶋 現在の状況ですが、若手の人を理事に入れ

渡邉 相談役が増えたので、相談役会を設置した
らどうですか。
宮村 川合会長に檄を飛ばしていただけば……。
川合 ところで相談役は何人いるの？

て、その人に長くやってもらわないと、世代の

佐野 10何人だったのを30人に増やしたんです。

断絶が起きてしまいます。

森嶋 理事会は、８月を除いて毎月１回開いてい

渡邉 若い人を理事に登用して役員にし、今の活

ます。

動の中から若い人の参加の窓口を広げたらい

鈴木 会長自ら出席するのだから、すごいよ。

い。

渡邉 せっかくだから、理事会が県人会運営を担

鈴木 役員会のあり方についても、理事を少なく

い、相談役会が後押しの役割をしてはどうです

し、理事会を少なくして、その代わりに理事に

か。理事会が運営実務を担当し、理事会で決

はしっかりやってもらう、そこに若手をどんど

まったことを、相談役会をはじめ、総会や新年

ん投入してもらうという形もあると思います。

会で情報提供したらよいと思います。相談役の

佐野 私の時代の理事会では、みんな好き勝手な

皆さんにお願いすれば、相談役会へきっと出席

ことを言って、なかなかまとまらなかった。だ

されますよ。

からプロジェクトチームを作って、強引に進

佐野 そうです

め、途中経過を理事会で報告しましたが、そう

よ。理事会で

しないと進まない。

今、どういう

森山 本当に活動する理事が必要ですね。理事と

ことを実行し

いう役職に席を置くだけの方もおられるので、

ているかを理

歯がゆい感じもします。

解してもらう

佐野 今までは理事の人数は多いが、理事会に出

ためにも、相

られるのはせいぜい10人ほど。法人化にあた

談役会運営に
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森嶋正理事長

賛成です。

思います。在

■ 外部との連携と県人会の観光大使

京企業交流会

――内部だけではなく、外部との交流という面で

の事務所の方

はいかがですか。

は、毎週火曜

鈴木 各高校には同窓会組織があると思うので、

と木曜に県事

そういうところとコンタクトをとるのはどう

務所を訪問し

ですか。

ているようで

森山 各高校の同窓会、郷友会と連携を図るのも

す。別に何か

鈴木啓介相談役

良いと思います。先日、榛原高校の同窓会に参

目的があるというわけではなく、ただ姿を見せ

加しました。３人の方が県人会にお入りいただ

るだけだそうですが、かなり努力しているよう

きました。東京に出てくるので「そういうとき

に思いました。

には呼びかけて」と言われました。
佐野 韮高出身のＴＢＳの石丸さんのところに

――県には観光大使がいますが、この方たちの協
力をあおぐことはできないのでしょうか。

行ったら、
「韮高ならフジテレビの社長を紹介

渡邉 静岡県には観光大使が何十人もいます。た

します」と言われて、実際に行って相談役に

だ、大使というだけで、何もやっていません。

なってもらいました。そういうつながりをつけ

その観光大使と関係をもち、年に1回、県人会

ていくといいですね。

としての観光大使の集まりを開いて、名刺を

鈴木 ところで県とのつながりはどうですか？

作ってもらい、周りに配りながら、静岡県の観

佐野 県は、県人会はもっとふるさと納税に協力

光ＰＲとともに、県人会の活動まで広めるとい

してくれと言っています。
森嶋 私の聞いたところでは、結構してくれる人
が増えたということでしたが……。
佐野 それはあなたが大口でしてくれたからだよ
（笑）
。

うのはどうですか。
森山 私も県の観光大使を10年やっています。絵
描きなので、北海道や沖縄などに行ったときは
名刺を配り、
「静岡ってこんなところですよ」
「静岡県出身の方はいませんか」とやっていま

森嶋 いえ、他の人も増えたそうです。

すが、静岡県からは何の指示もなく、名刺を与

佐野 でも実績が上がったのはいいことです。だ

えられても、そのまま眠っていると思うんで

から、県の方にも我々がやってほしいことや応

す。観光大使の中には、名刺ももらっただけに

援してほしいことを言ってもいいんじゃない

なっている人が多いと思います。

ですか。
森山 県とは常に連携を図っておくほうがいいと

渡邉 県にお願いして、県人会の観光大使を10人
ほど指名したらどうですか。それも東部・中部・

43

120周年記念座談会

西部でバランス

いません。総会とか新年会の9,000円は高いと

をとり、県と任

思いますが……。

命式をやり、会
長と副知事に立
ち会ってもらう。

渡邉 それと、バーベキュー大会をはじめ、愛好
会は立派な活動もやっていますね。
佐野 この愛好会はいろいろあるんですが、大き

県人会が指名し

く分けると、趣味の会と趣味じゃない会があり

た観光大使は年

ます。趣味の会はメンバーが集まってきてやる

１回懇談会を開

んですが、バーベキューとかは趣味じゃなく、

き、活動について県と県人会のことを具体的に

若い人を集めるためにやりました。そうすると

指示した方がいいと思います。特に女性を指名

非会員の人が結構来て、会員になった人もいま

して、県人会の観光大使の構築を提案します。

す。こういう趣味じゃない、プロモーション的

宮村眞平相談役

■ 若い人をどうやって入れるか

な活動を増やして、それについては県人会で多

――今回の座談会では、会員の高齢化が大きな問

少は補助してもいいと思います。たとえば、

題になっているようですが、若手を入れるには

バーベキューの費用が3,000円としたら500円

どうしたらよいでしょうか。

くらいは県人会から出してあげてもいい。そう

宮村 我々が若い時には、先輩が就活の世話をし

いうことで２回やりましたが、２回とも若い人

てくれました。先輩が偉い役員を紹介してくれ

が集まってきました。静岡県じゃない人もいた

るので、県人会に入るメリットを実感として感

けど、静岡県出身の人は
「じゃ、入ります」
と。

じました。たとえば、ＴＤＫの山﨑貞一さんは

10月にまたやりますが、そういう風な若い人が

我々の榛原中の先輩ですが、僕はあの人にかわ

参加できるイベントを、もっとやってもいいの

いがられました。山﨑さんは「榛原高校からで

ではないでしょうか。

きるだけ卒業生をとろう」ということで、ＴＤ

鈴木 昔は結婚

Ｋはずいぶんとってくれました。そして工場も

相談部という

榛原に作り、県人会や郷友会にもかなり積極的

のがありまし

でした。このように親分のように面倒も見てく

た。静岡県に

れると組織は活性化します。同窓会をやっても

自衛隊があ

何百人も集まりました。

り、自衛隊員

それに、
若い人たちが真っ先に言うんですが、
会費が高いんじゃないでしょうか。
森嶋 今の会費は2,500円で、決して高いとは思
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などとの結婚
相談所を設け

佐野義矩相談役

たのがはじまりで、150組くらいが結婚しまし

た。でもそのうちに内紛状態になって、空中分

今回、改めて

解しちゃったが……。今は婚活とかあり、一つ

取材に行って

の大きな動きになっています。息子も娘も結婚

みようと思っ

しなくて困っている。それと就活です。それに

ています。

ついて県人会がかかわることは、何か考えられ

渡邉 相談役の

ないでしょうか。

山中さんがそ

佐野 若い人の意見を聞くと、自分の名前はいい

の寮に入って

から、県人会の名刺を作ってくれという声があ

いたと思いま

ります。一般社団法人静岡県人会と場所、ホー

す。その仲間が３人いるのですが、みな浜松北

ムページアドレス、フェイスブック……、そう

高→東大で、山中さんから話を聞いたらいいと

いうのを持ちたいと。仕事で会ったときに静岡

思います。

森山杏子理事

県の人と会うから、そういう時に名刺を渡せる

川合 妙なところから付き合いが広がりますね。

とコンタクトしやすいと。こういう名刺を作っ

森山 学生はどういう感じなのでしょうか。

てあげるのはどうですか。結構若い人がほし

鈴木 静岡県尞の同窓会があるんじゃないかな。

がっていますが……。

森山 バーベキューにもその寮の人たちを呼んで

鈴木 名刺を作れるソフトをあげればいいと思い

もいいですよね。そういうことがきっかけに

ます。そうすれば、若い人たちは自分で作りま

なって、若い人に県人会の存在が広がっていけ

すから。

ばよいのではないでしょうか。

――ところで、文京区の音羽に200坪の県の学生
会館があることはご存じですか？

――今回の座談会では、県人会の抱える課題が改
めて明らかになったように思います。また、組

鈴木 当時の県人会の有力者の尽力で作ったもの

織の活性化や若手に対するアプローチなど、前

で、県人会はこのことで大きな功績があるんで

向きな話もいくつかあり、それを実現していく

す。

ことが、県人会をより存在感のあるものにして

川合 使われているのでしょうか。
森山 よくわからないのですが、一度、会員名簿
に広告をいただこうとしましたが、対応した方

いくのではないでしょうか。
今日はお忙しい中、お集まりいただきまして
ありがとうございました。

のご理解がいただけず、その後交流がなされて
おりません。ただ120年史をひもといていくと
きに、これだけ力を入れて作ったものがそのま
まになっているのはもったいないと思います。
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H
年号

明治27年

大正10年

静岡県人会

History&Event

☆德川宗家十六代当主家達（いえさと）公
が初代会長となり、増田守一氏が ｢静岡県
人会｣ を創立、増田氏逝去で消滅。現在は
十八代当主德川恒孝（つねなり）氏が名誉
会長になっている。

年号

◇三代目会長に鈴木万平氏就任。

昭和44年

 四代目会長に野間省一氏就任。初代理
◇
事長に遠藤九十九氏就任。

昭和47年

◇二代目理事長に和久田三郎氏就任。

昭和59年
☆静岡県人会を上野精養軒にて創立（6/1）
したが、
関東大震災ですべての書類が消失。 平成２年
☆佐野清氏が ｢帝都静岡県人会｣ を興し、
本部を日本橋浜町に置き、
各区に支部を設置。 平成４年

昭和４年

☆第36回 ｢静岡県人会｣ を新橋烏森の「湖
月」にて開催（5/28）
。出席者117名。

昭和19年

☆静岡・愛知・三重を中心に ｢昭和東南海地
震｣が発生。死者・行方不明者1,200名以上。

昭和20年

☆浜松大空襲（6/18）
・静岡大空襲（6/20）
・
沼津大空襲（7/17）を経て終戦。
◇初代会長に高瀬荘太郎氏就任。
☆ ｢社団法人 静岡県
人会｣ を日比谷松本
樓にて、 初代会長・
高瀬荘太郎氏のもと
に再興（7/4）
。
『静岡
縣人』再刊第一号を
準備、翌昭和28年３
月に発刊。再興臨時
総会を開催
（10/22）
。
上野精養軒で祝賀会
再刊第一号 編集人
（11/20）で結婚相談 塩坂雄策 昭和28年
部・法律相談部・会
計税務相談部を新設。出席者170名。

昭和28年

☆常任理事会（6/1）…財団法人「静岡県
人学生会館」を設立すべく準備を発足。

昭和29年

☆常任理事会（3/15）…県人会の ｢会旗｣
を検討。画家・平松俊夫氏が制作、椿山荘
での総会で会旗が披露された。

昭和30年

☆高瀬会長が斎藤県知事を訪問、学生会館
設立の建設案を協議、内定（11/14）。

昭和31年

☆静岡県人学生会館 ｢富士寮｣ の落成式
（12/1）
。会長・高瀬荘太郎氏が ｢同郷青
年学徒に臨む｣ 言葉を入寮者へ贈る。

昭和38年

◇二代目会長に水野成夫氏就任。
県人会 ｢新宿･渋谷･世田谷支部｣ 誕生。

History&Event

昭和41年

昭和初期

昭和27年
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istory
&Event

平成５年

◇五代目会長に山内隆博氏就任。
 六代目会長に八木勇平氏就任。三代目
◇
理事長に名波倉四郎氏就任。
☆バルセロナ五輪200ｍ平泳ぎで岩崎恭子
さん（沼津市）が金メダルを獲得。
◇四代目理事長(代行)に川田昭氏就任。
☆静岡県人会創立
100周年に当たって
…八木勇平氏（東京
静岡県人会会長）
、
県民性が希薄になっ
た昨今、｢地方の時
代｣ を再考し在京の
静岡県人の役割を示
唆。
☆ふるさとの発展と
第27号 創立100周年記念
共に想うこと…大賀 編集委員 川田 昭ほか
典雄氏（静岡県人会 平成５年
副会長）
、白砂青松
の砂浜が消え、松の巨木が失われた沼津の
千本松原（写真）を憂い、自然破壊と科学
技術の発展について改めて考える。

☆役員会・新年祝賀会（2/19）…東京ス
テーションホテル。
☆平成５年通常総会。
☆静岡県21市長から創立100周年の祝辞。
☆静岡県人会の三大奉仕事業の活動状
況 報 告 … 法 律 相 談 部（ 悪 徳 商 法 へ の 対
策）
・ 結 婚 相 談 部（ お 見 合 い の 回 数894
回、婚約成立が153組の実績）
・税務相談
部（長引く景気の低迷や老齢化が進む中
での税金対策の指導）などの近況報告。

一世紀の歩み

静岡県人会の創立のころから、創立100周年記念号（平成５年）までの出来事を振り返り、そのあ
との20年を『静岡縣人』の記事を追いながら静岡県人会の一世紀の歩みを綴ってみました。静岡県人
会会報『静岡縣人』は昭和27年の再発刊から36号を数え、120周年記念号は通巻37号となります。
（月日は２月１日なら2/1のように表示。）

年号
平成６年

平成７年

History&Event
◇理事長・川田昭氏から船津忠正氏へ。
☆新年祝賀懇親会。
☆平成６年通常総会。
☆郷土訪問旅行（9/25〜26）…日本平、
舘山寺温泉泊、浜松市営フラワーパーク、
県庁、方広寺、龍潭寺へ旅行。

年号

History&Event

平成11年

☆新年祝賀懇親会。
☆平成11年通常総会。

平成12年

◇会長・西谷昇氏から藤田弘道氏へ。
☆新年祝賀懇親会。
☆平成12年通常総会。
☆秋季旅行会（10/1
〜2）…静岡葵博と
浜名湖舘山寺温泉の
旅（写真）。

☆新年祝賀懇親会。
☆平成７年通常総会。
…船津理事長挨拶（写
真・県庁内）
。

第30号 会報委員長
金田 實 平成12年

平成８年

平成10年

☆新年祝賀懇親会。
☆平成８年通常総会
☆富士山と世界遺産
…大石益光氏（静岡
新聞社長・SBS静岡
放送会長）語る。富
士山の世界遺産推薦
に向けての署名運動
などが評価される。
☆郷土訪問旅行…昇
仙峡。

平成13年

☆新年祝賀懇親会。
☆平成13年通常総会（7/7）…品川キュリ
アン。出席者94名。
☆法人賛助懇親会。

平成14年

◇理事長・船津忠正氏から勝又利光氏へ。
☆新年祝賀懇親会。
☆ 平 成14年 通 常 総
会（7/6）…品川プ
リンスホテル。出席
者89名。
☆法人賛助会員懇親
会。
☆県人秋季旅行…
四 万 温 泉（9/27 〜
28）

第28号
編集委員
金原憲治ほか 平成８年

◇会長・八木勇平氏から西谷昇氏へ。
☆新年祝賀会
（2/15）
… 第 １ 部： 役 員 会
第２部：新年祝賀懇
親会＝新宿ステーシ
ョンホテル。
☆平成10年通常総会。
（10/4
☆郷土訪問旅行
〜5）…奥大井寸又
峡温泉へ旅行。
☆三大奉仕事業の活
第29号 会報委員長
動状況の報告…法律・
金田 實 平成10年
税務・結婚相談部。

第31号 会報委員長
金田 實 平成14年

●静岡県人会 一世紀の歩み
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静岡県人会と
共に歩んだ
歴代会長の
方々
高瀬荘太郎

（昭和27年～38年）

年号

History&Event

平成15年

☆新年祝賀懇親会（2/25）…センチュリ
ーハイアットリージェンシー：ゲスト・竹
下ユキ＆藤井寛カルテット
（ジャズ演奏）。
出席者116名。
☆平成15年通常総会…ハイアットリージ
ェンシー。出席者96名。
☆法人賛助会員懇親会（11/14）…海運倶
楽部で開催。
☆本部旅行会…戸倉上山田温泉。
☆平成15年に静岡で開催される第58回国
民体育大会に向け、募金活動を展開。

平成16年

◇理事長・勝又利光氏から澤村淑郎氏へ。
☆新年祝賀懇親会
（2/13）
、ホテルニ
ューオータニ。ゲス
ト：明治学院大学マ
ンドリンクラブによ
る演奏。出席者133
名。
☆ 平 成16年 通 常 総
会（7/2）…ホテル
ニューオータニ。出
第32号 会報委員長
席者112名。
金田 實 平成16年
☆法人賛助会員懇親
会（11/11）
。
☆静岡県人会・一世紀の歩み…井口諌氏（県
人会常任理事）
、静岡県人会の創立から発
展の現在までの苦難の歴史を語る。
☆文化教養部…絵画同好会設立（部長・森
山杏子）
。
☆旅行会（6/6〜7）…浜松花博（旅行企
画委員長・田島静一）
。
☆ふるさとの観光スポット…富士山静岡空
港の建設など、観光立県を県政の一つの柱
として目指す静岡県の観光資源を県下各市
町村の協力を得て紹介。

平成17年
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水野成夫

（昭和38年～41年）

☆新年祝賀懇親会（2/18）…ホテルニュ
ーオータニ。出席者121名。
☆平成17年通常総会（7/8）…帝国ホテル。
☆法人賛助会員懇親会（11/11）
。
☆旅行会（6/7〜8）…愛知万博と蒲郡温
泉を巡る旅。

年号

鈴木万平

（昭和41年～44年）

野間省一

（昭和44年～59年）

History&Event

平成18年

◇理事長・澤村淑郎氏から鈴木啓介氏へ。
☆新年祝賀会
（2/17）
…赤坂プリンスホテ
ル。
☆ 平 成18年 通 常 総
会（7/5）…赤坂プ
リンスホテル。
☆法人賛助会員懇親
会（11/17）。
☆秋季旅行会（10/1
〜2） … 小 湊 温 泉・
第33号 会報委員長
東京ディズニーシー。 金田 實 平成18年
☆オペラ愛好会発
足。ラ・ボエーム鑑賞。参加者22名（世話人：
平木章子）。

平成19年

☆新年祝賀会
（2/16）
…赤坂プリンスホテル。
☆平成19年通常総会（7/6）…明治記念館
で開催。出席者92名。
☆法人賛助会員懇親会（11/16）…霞が関
ビル東海大学校友会館。
☆秋季旅行（9/29〜30）…福島・小名浜
といわき湯本。
☆オペラ愛好会… ｢ラ・ボエーム｣ 鑑賞。
出席者22名（世話役・平木章子）。
☆ゴルフ愛好会発足…第１回コンペ・厚木
カントリークラブ・さくらコースで開催。
参加者７名（世話人・船津広美）。
☆｢囲碁愛好会｣発足…（世話人・金田 實）
。
☆クラシック愛好会…岡本知高（ソプラノ）
リサイタル。（世話役・菅谷美保子）。
☆ミュージカル愛好会…劇団四季「キャッ
ツ」観劇（世話人・相坂喜久代）。

平成20年

☆新年祝賀会
（2/15）
…明治記念館。出席
者92名。
☆ 平 成20年 通 常 総
会（7/9）…ハイア
ットリージェンシ
ー。出席者109名。
☆法人賛助会員懇親
会（11/13）…霞が
関ビル東海大学校友
第34号 会報委員長
会館。
相坂喜久代 平成20年

山内隆博

（昭和59年～平成２年）

年号

八木勇平

（平成２年～10年）

西谷 昇

（平成10年～12年）

History&Event
☆座談会…德川家康公入府四百年と静岡人
…德川恒孝（つねなり）氏を迎え、德川家
と静岡県との関わり、静岡県に望むことな
どを語る。
☆郷土訪問旅行（10/25）…妻籠・恵那峡。

平成21年

☆平成21年新年祝賀会（2/5）…ハイア
ットリージェンシー。
☆平成21年通常総会（7/7）…ハイアット
リージェンシー。出席者115名。
☆法人賛助会員懇親会（11/13）…霞が関
ビル東海大学校友会館。
☆秋季旅行（10/18~19）…芦之湯温泉。
塔のへつり、大内宿。翌日、鶴ヶ城、飯盛
山、武家屋敷。参加者33名
（幹事・金田實）。
☆文化教養部・講演会（10/31）…秋色コ
ンサート 第１部：与良正夫（毎日新聞論
説委員・磐田市出身）講演。第２部：ジョン・
チャヌ氏のバイオリン演奏（担当・森山杏
子）
。
☆歌舞伎愛好会発足。22年に第１回開催。

平成22年

☆ 平 成22年 新 年 祝
賀会（2/4）…ハイ
アットリージェンシ
ー。
☆ 平 成22年 通 常 総
会（7/6）…ハイア
ットリージェンシ
ー。若手女性グルー
プ「オレンチェ｣ の
アトラクション（写
第35号 会報委員長
真）
。出席者116名。 森山杏子 平成22年
☆静岡に新しい産業
を興そう…竹内宏氏（静岡総合研究機構理
事長）
、
本田宗一郎
（ホンダ社長）
・井深大（ソ
ニー会長）の両氏との思い出を語り、静岡
経済の立て直しに新しいビジョンを提言。

年号
平成22年

藤田弘道

（平成12年～24年）

川合正矩

（平成24年～）

History&Event
☆ふじのくにツアー（9/20〜24）…上海万
博。参加者12名。新横浜集合で専用バス
でお茶の博物館に寄り、富士山静岡空港か
ら出発。上海万博では日本館に優先入場が
許可。そのあと、西湖や黄山の訪れ中国旅
行を楽しむ（写真）。

☆秋季旅行（10/2）…屋形船「品川沖・
レインボーブリッジ」に乗船。参加者34
名（世話人・靍田信義）。
☆文化教養部・講演会（10/23）…〈秋色
コンサート〉ブレーメンホール。第1部：
ジョン・チャヌ（ヴァイオリン演奏）第２
部：レシャード・カレッド氏 ｢アフガニス
タンの現状｣ を語る。終了後、ワインパー
ティ。出席者98名（担当・森山杏子）
。

☆法人賛助会員懇親会（11/12）。

●静岡県人会 一世紀の歩み
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年号
平成23年

History&Event

年号

◇理事長・鈴木啓介氏から佐野義矩氏へ。
☆平成23年新年祝賀・臨時総会（2/9）…
ハイアットリージェンシー。アトラクショ
ンゲストはオペラ歌手・光岡暁恵。出席者
93名（担当・野末武弘）
。
☆平成23年通常総会（7/6）…ハイアット
リージェンシー。アトラクションゲストは
宍戸勝（歌手）
。出席者88名。

☆文化教養部…絵画同好会の展覧会（2/21
〜26）
…銀座文藝春秋画廊。参加者18名（担
当・森山杏子）
。
☆カラオケ愛好会４月発足。
☆異業種交流会（11/18）…法人賛助会員
懇親会より名称変更。新橋第一ホテル。
22社25名参加。
☆秋季旅行会（10/23〜24）…富士山－
世界遺産登録支援の旅―富士山体感ツアー
（写真は白糸の滝にて）
。

☆文化教養部・講演会（5/12）… ｢コン
サート春虹｣ …サッポロビール・スターホ
ール。第１部：アステラス製薬の河村真氏
（広報部長）の薬の話。第２部：郷土の誇
る歌手・松原健之氏（袋井市出身）の熱唱
（写真）。出席者105名（担当：森山杏子）
。

☆秋季旅行（10/30）…浅草「秋の夜長の
屋形船・スカイツリー」
（世話人・靍田信義）
。
☆愛好会…文化教養部絵画同好会が絵画愛
好会に移行。
平成25年

◇理事長・佐野義矩氏から森嶋正氏へ。
渡邊順彦氏、副会長に就任。
☆新年祝賀・臨時総会（2/7）ハイアット
リージェンシー。総会で｢支部廃止｣を決定。
出席者90名。SONRISAさんのコンサート、
仙若さんの江戸神楽・獅子舞、楽之介さん
の小咄、鈴木重子さんの神歌など。
☆平成25年通常総会（7/5）…ハイアット
リージェンシー。出席者110名。アトラクシ
ョンは二胡・三味線の演奏
（担当・野末武弘）
。
☆秋季旅行会（12/2）…日本平・久能山・
東照宮バスツアー日帰り。昼食・日本平ホ
テル。参加者34名（世話人・靍田信義）
。
☆愛好会…歩こう会：浜離宮を初回にスタ
ート。
☆静岡県人会フェイスブック開始（4/11）
。
アクセスは静岡県人会ホームページから。
ホームページ特集ページ連載開始（12/1）
。

平成26年

◇亀山千広氏、副会長に就任。
☆新年祝賀・臨時総会（2/6）…ハイアッ
トリージェンシー。出席者107名。
☆一般社団法人「静岡県人会」発足（5/1）
。
アトラクションは寺沢豊行会員のマジック。
☆平成26年通常総会（7/7）…ハイアット
リージェンシー。アトラクションは懐メロ
の女王・法城みすずさんの演歌。出席者
112名。
☆旅行愛好会…本部主催の旅行が愛好会に
移行（世話人・靍田信義）。
☆写真愛好会発足（3/1）…講師・遠藤晴夫。
☆宝塚愛好会発足（8/6）…１回目（8/6）
は｢舞｣をパレスホテルで、２回目（10/26）
は｢エリザベート｣を東京宝塚劇場で楽しむ。
☆書道愛好会発足（9/4）…講師・石川香雪。

☆静岡県人会ホームページ開始（12/15）
（担当・安形ふさ子）
。

平成24年

◇会長・藤田弘道氏から川合正矩氏へ。
☆新年祝賀・臨時総
会（2/9）…ハイア
ットリージェンシ
ー。港支部合唱団・
ハルモニア・リベラ
のコンサート。指揮
者は野村和貴氏、ピ
アニストは堀江真理
子 氏。 出 席 者96名
（担当・野末武弘）
。
第36号 会報委員長
☆ 平 成24年 通 常 総 森山杏子 平成24年
会（7/17） … ハ イ
アットリージェンシー。池谷直子会員の歌
謡コンサート。今村一貴さん・鈴木重子さ
んの歌、三遊亭楽之介さんの漫談など。出
席者104名（担当・野末武弘）
。

History&Event

（構成・森山杏子／岡田
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淳／小林庄一／伊倉利晴）

静岡県人会の法人化
相談役（前理事長）

佐野

義矩

私は平成23年１月に理事長に就任しました。以

皆様に広告や寄付をお願いしてまいりました。こ

前から理事長に就任した時には県人会の改革の為

れらのお願いをするにしても県人会が任意団体で

に「ホームページの開設」
、
「支部組織の廃止」及

はなくもっと社会性を持った団体にする必要を強

び「県人会の法人化」にチャレンジしようと考え

く感じておりました。幸いにも数年前に一般社団

ていました。法人化する理由は下記のようなもの

法人に関する法律が簡素化されその設立も容易に

でした。

なると同時に関係官庁に対して活動状況及び財務

静岡県人会は以前社団法人静岡県人会だった時

内容等の報告義務もなくなりました。

代があったようでしたが、その当時の社団法人に

そこで静岡県人会を一般社団法人に組織変更す

ついては所轄の関係官庁がその活動、特に財務状

る為のプロジェクトチームを理事会メンバーの有

況等をチェックする為に社団法人に決算書を提出

志で立ち上げ法人化に向け検討を開始しました。

することを義務づけておりました。ところが静岡

苦労したのは「定款」の作成でした。全国にある

県人会はその当時、この提出義務が守れず数年に

県人会で既に一般社団法人化されているのは１～

亘りこれらの書類を提出しなかった為に社団法人

２県しかなく参考にするべき定款のサンプルがあ

を取消され、それ以来任意団体として活動を続け

まりなかったからです。いろいろ試行錯誤した上

て来ました。私が理事長の時も県人会の銀行預金

で司法書士の先生にも相談してやっと１年がかり

通帳の名義はそのまま古い
「社団法人静岡県人会」

で公証人の認証を得ることが出来ました。

でした。これについてはとても違和感があり何と

昨年２月の臨時総会で会員の皆様の同意をいた

かしなければいけないと強く感じておりました。

だき一般社団法人静岡県人会が昨年５月１日に設

これも法人化する大きな理由でした。又、県人会

立することが出来ました。

の活動も多岐にわたっていた為に会員の会費だけ

最後になりましたが、御協力いただきました法

では会報及び名簿等の発行も難しい状況でした。

人化プロジェクトチームの皆様にお礼を申し上げ

これらの費用を賄う為に法人会員及び個人会員の

ます。
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一般社団法人静岡県人会
今昔のあらまし
静岡県人会は、平成26年創立120年を迎えまし
た。
当県人会は、従来、本部支部の組織体で活動し

理事

安形

ふさ子

藤田弘道氏（名誉会長・凸版印刷相談役）
川合正矩氏（現会長・日本通運株式会社会長）
の諸氏がご就任していらっしゃいます。

ていましたが、平成26年３月末日をもって、佐野
義矩理事長のもと、支部廃止、本部統合で、一般
社団法人として活動することになりました。

平成９年には、静岡県ゆかりの企業による法人
賛助会員も誕生しました。

当県人会は、明治27年（1893年）に創立とさ

明治27年、静岡県人会創立から、大正、昭和、

れています。創立者は德川宗家16代目当主德川家

平成と元号は変わり、交通、殊に通信技術の著し

達（いえさと）公で、自らが会長となられ、在京

い発達に戸惑いながらも、私は平成の高い文明文

静岡県出身者(縁故者を含む)を会員にされたとあ

化の恩恵を享受し、今を生きる歓びを楽しんでい

ります。爾来幾星霜、連綿として今日に至ってお

ます。現在、本部・支部の会活動はなくなりまし

ります。

たが県出身者のみにあらず、縁故者会員のご協力

そして今日また、德川宗家18代目当主德川恒孝

をいただいております。同郷郷友の絆に頼るばか

（つねなり）氏を、平成17（2005）年７月８日に

りでなく、広い地域の人々との交流によって生か

名誉会長としてお迎えいたしました。德川宗家と
静岡県人会は深いご縁をいただいており、長い歴
史の重みを実感しております。

されています。
先人の県人会への熱い思いと情熱によって、戦
前、
戦後の激動の時代を超えて会活動が継続され、

当県人会は、平成５年９月18日（土）
、東京ス

現在の私たちに存続の責任が課せられたその重さ

テーションホテルにおいて創立百周年祝賀会を盛

を思うとき、諸先輩に畏敬の念を禁じえません。

大に開催しました。機関誌『静岡縣人』百周年記

静岡県をふるさとに持つ誼ゆえの、会員相互の信

念号27号には、我が国の各分野を代表する方々が

頼と愛情と思いやりによる共同体であり続け、ま

歴代会長にご就任されておられた記事がありま

すますの発展を願うものであります。

す。
（昭和28年１月から平成５年９月まで)

（
「会報静岡縣人百周年記念第27号」
「静岡県人

高瀬荘太郎氏（参議院議員、郵政大臣）

便り13号」からの引用、および船津元副会長より

水野 成夫氏(産業経済新聞社長)

資料のご提供をいただいております。
）

野間 省一氏(講談社社長)
山内 隆博氏（大和証券社長）
八木 勇平氏（東急建設社長） の諸氏
その後、元・現名誉会長及び会長には、
西谷昇氏（元会長・元川奈ホテル社長）
德
 川恒孝氏（名誉会長・德川宗家18代目当主・
德川記念財団理事長）
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※安形ふさ子県人会歴
出身地：浜松市北区三ヶ日町
創立百周年記念行事実行委員会委員
静岡県人会 港支部長
本部 常任理事
元総務部長(平成13年８月～19年12月31日)
一般社団法人設立理事

秋葉原で静岡県の特産品が買えます
ふじのくに おいしい処静岡 （愛称「おいしず」）

静岡県を代表する農林水産物や加工品、県認定のブランド商品を多数揃えています
多様な風土に恵まれた静岡県は、農林水産物の
豊富さは全国トップ。この多彩で高品質な農林水
産物の中から、国内外に誇りうる価値や特長を
備えた商品を、県独自の基準に基づき「しずおか
食セレクション」として認定しています。

お薦めの美味しいお茶

静岡県ならではのお菓子

県産農林水産物の魅力を活かして作られた加
工食品。商品化されて2年以内の商品です。そ
の中でも、「商品の魅力」、「味」、「郷土色」、「デ
ザイン」、「安全安心」、「地域貢献」の取り組み
を県が表彰した商品です。

地酒（誉富士）

コロッケ・メンチカツ

水産物の缶詰

県産食材の飲料・ジュース

「おいしず」では、週末に出品事業
者が自ら店頭に立ち、自社製品の
紹介や試食、試飲を実施していま
す。ぜひお越しください。
秋葉原駅のすぐ近く

「おいしず」������
���：������������
�����������������
���������������
��：�����、���������
����������������

お酒に合う水産物加
工品がいっぱい

�お�い�����
������������������
��������������������
��������������������������������
��������������������������������
��� �������������������������������������
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KENJIN 連載

2 昭和を語り継ぐ

俳句片手に時代を泳ぐ

細うで「女一代記」
今回の語り部
女優

冨士眞奈美さん

――デビューは、1956年のＮＨＫのテレビドラマ
で、当時18歳。そのころの思い出はありますか。
静岡県立三島北高校を卒業して、俳優座の養成
所にいたころですね。いろいろなことが印象に
残っていますが、例えば、’60年の市川雷蔵さんが
主演された「切られ与三郎」の撮影でしょうか。
雷蔵さんは、普段はごく普通の感じのする人でし
たが、いざ化粧をして演技をする段になると、が
らりと印象が変わる不思議な人でした。その映画
で驚いたのは、ラストシーンの撮影です。雷蔵さ
んが私を抱きかかえて海に入って消えていくとい
うシーンなのですが、カメラマンの宮川一夫さん
は、３分ほどもあるこのシーンをワンカットで撮
影したのです。それもスタジオの中に大きな海ま
で作って。雷蔵さんは、本番中ずっと私を抱えて
いなければなりません。それをクレーンに乗せた
カメラで延々追い続けて撮影するのです。大がか
りで大変な撮影だなあ、雷蔵さん、私を抱いて重
くないかなあ、なんて思っていました。でも、当

ｐr o f i l e

――――――――――――――――――――――――――

冨士眞奈美（ふじ まなみ）

静岡県清水町生まれ。
静岡県立三島北高等学校卒業・俳優座付属養成所卒業。
1957年NHK専属女優となり、｢この瞳｣ でデビュー。代表
作にTV「黄色い風土」
「細うで繁盛記」
、映画「黒い賭博師」
「切られ与三郎」など。1974年に結婚、1984年に ｢再独
身」
となり、女優に復帰。舞台、TVで活躍する一方、俳句、
小説、エッセイと多才ぶりを発揮、
『ろくでなし』
（文春文
庫）
、
『東京俳句散歩』
（吉行和子と共著・知恵の森文庫）
、
『てのひらに落花』
（本阿弥書店）
、句集『瀧の裏』
（深夜叢書
社）など多数の著書がある。2008年より ｢俳壇賞｣ の選考
委員を務める。

（写真提供 冨士眞奈美さん）
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時、私は34キロくらい。だからというわけでもな
いのですが、撮影は無事成功しました。
――当時はどんな生活をされていたのですか。
俳優座の養成所とＮＨＫのスタジオを行き来す
るあわただしい毎日でした。実家の三島に帰るの
は、お正月と選挙の投票日くらい。東京には、最
初は姉と二人で、その後も兄弟の誰かしらと一緒
に住んでいました。養成所の先輩で、
「ドラえも
ん」の声優で知られる大山のぶ代さんと一緒に住
んでいたこともあります。
大山さんをはじめ養成所の人たちとももちろん
仲良しで、例えば、後に仲代達也さんの奥さんに

Interview
なられた宮崎恭子さんには恋愛相談を受けたこと
もありました。恭子さんは、稽古中の台本の隅に
仲代さんの似顔絵をこっそり書いたりするほど夢
中だったので、TVの本番が終わって仲代さんが迎
えにいらっしゃると、とても嬉しそうにとび上
がっていらっしゃいました。
――デビュー後、ＮＨＫ専属俳優の第一号になっ
たのを皮切りに、立て続けに映画やドラマで活躍
されていましたね。例えば、1962年公開の松竹映
画「お吟さま」では、一人称語りをつなげながら
主人公・お吟さまの顛末を見届ける少女という難
しい役どころでした。思い出などありますか。
あのときは、カメラマンの宮島義男さんがとて
も仕事に厳しい人で、毎日のように脚本を書き直
してくるのが大変でした。撮影所に行っても、脚
本の修正があがらず、待機させられたまま、その
日は撮影が中止なんてこともありました。当時、

大映映画「切られ与三郎」で市川雷蔵さんと共演(1960年)

主演だった有馬稲子さんは結婚されたばかり。一
刻も早く帰りたいご様子で、待ち時間が長いのは

でも、逆にこれから伸びようとする若手の俳優

辛かったようですね。また、監督の田中絹代さん

さんに対しては、私が励ます役でしたよ。ちょう

は、言わずと知れた大女優。その方が監督でした

ど大学受験を控えていた田村正和さんは、受験日

ので、私への演技指導は、もう厳しいものでした。

が近づくにつれ、めそめそしだしたので、お姉さ

目線のタイミング、向き、動きはこうしなさい、

んの私が励ましたりもしました。とにかく、若手

なんて細かく叩き込まれました。でも、考えてみ

は若手同士で、とても楽しい撮影現場でした。

ると、あの映画は、有馬さんをはじめ歌舞伎や新

――その後の冨士さんにとって、芝居の転機と

劇の大御所の俳優さんばかり。監督といえども、

なったものの一つに1970年放送開始のテレビド

その人たちにあまり厳しいことが言えなかったの

ラマ「細うで繁盛記」の原田正子役があったので

で、結局、私ばかりが叱られ役になってしまった

はないでしょうか。

のかもしれませんね。

確かに、それまでの清純な乙女の役から、いわ

の
ゃー
おみ にゃ
り
通
う
言

テレビドラマ ｢細うで繁盛記｣

さ
せ
に
ゃ
あ
で
！

（1970～71年 日本テレビ系列で放送）

原作は花登筐の『銭の花』という題名で、静岡新聞の夕刊に1969～71年に
連載された小説。大阪の料亭 ｢南地楼｣ の孫娘・関口加代（新珠三千代）が、
伊豆熱川温泉の老舗旅館｢山水館｣の元・原田家に嫁ぎ、経営難に陥った旅館

★
KAY

を盛り立てていく物語。加代は山水館を大きな旅館にすることを夢見るが、
義父、夫、小姑・正子（冨士眞奈美）は、ことごとく加代の夢の実現の邪魔を

O&

M

A

する。特に正子は加代につらく当たり、きつい静岡弁で加代を罵り、視聴
S

A

KO

者に強烈な印象を与えた。正子はドラマでは憎まれ役だが、意外にも大人
気となり、関西地区では最高視聴率38％を記録する大ヒット作品になった。
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ゆる憎まれ役に幅を広げることができた作品で、
私自身、思い入れも強いドラマです。ドラマは、
新珠三千代さん演じる大阪出身の加代が熱川の老
舗旅館を盛り立てていくというお話で、私は、瓶
底メガネをかけて静岡弁でまくしたてる小姑・正
子の役。それまでの清純な乙女の役は、およそ形
の決まった演技が要求されるものですが、この時
は、自分で自由に役を作り上げていくことができ
たので、何か新しい自分の可能性を見つけたよう
な、解放されたような感覚がありました。例えば、

俳句を始める動機となったNETのテレビ句会。左から黛敏郎
氏、谷川俊太郎氏、眞奈美さん、友竹正則氏、中村汀女氏。

あの瓶底メガネも、自分で銀座のメガネ屋さんに

せる自然な訛(なまり)のおかげだったのではない

行って作ってもらったものなんです。そんなとこ

かと思うのです。

ろから、新しい人物像を作り上げていく。そして

私は、俳優座養成所のころから、この静岡弁が

それが見てくださる人の中に存在感として残すこ

コンプレックスでした。お稽古中に、訛を直され

とができる。これは、役者としてとてもうれしい

るたびに恥ずかしくて汗をかいていたのですが、

ものでした。

それがこのドラマでは、堂々と自分の芝居の武器

それに加えて静岡弁が使えたこと。私の「お

として使うことができた。それは本当にうれしい

みゃーの言う通りにゃさせにゃあで！」というよ

ことでした。振り返ってみると、この「細うで繁

うな静岡弁のセリフは、もちろん私が生まれたと

盛記」をやって、初めて心からお芝居をすること

きから聞いている言葉なので自然にセリフに活か

が好きになったような気がします。

すことができ、それがいい味として役柄に個性を

――新珠三千代さんとの掛け合いは絶妙でしたね。

与えられたのだと思います。大阪の役者さんの柔

新珠さんは責められれば責められるほど輝きが

らかい大阪弁に対する強い感じの静岡弁。この対

増すような女優さんだったので、
「ぶったり蹴った

比が、それぞれの立場・状況を雰囲気として自然

り、何でもしてちょうだいね」
「はい、わかりまし

に表現されていて、ドラマそのものにリアリティ

た」なんて言いながら、遠慮なくやりました。新

を出すことができたのだと思います。
嫁いびりの、

珠さんには本当にかわいがっていただいて、私の

ともすれば現実感を外してしまうところがあるか

お誕生日のたびに、ごちそうに誘ってくれるよう

もしれない物語ですが、そこにリアルな感じを出

な素敵なお付き合いをさせていただきました。

すことができたのは、慣れ親しんだ言葉だから出

――このころは冨士さんにとっても、多忙な時期
だったのではないですか。
「細うで繁盛記」
とほぼ
同時期に「パパと呼ばないで」(1972～73年放送)
「おくさまは18歳」(1970～71年放送)など、数多
くの人気ドラマに出演されていますね。
それはもう大変でした。そもそも「細うで繁盛
記」の台本が一冊の本ではなく、それぞれの役者
さんに配られるペラペラの紙にセリフが書かれた
ものなのでした。それを使っての撮影は、朝10時
から始まって、終わるのが翌日の朝10時。よろよ
ろになってスタジオを出たところで、自分で車を
運転して次の現場に向かいました。ですから、い
つ寝たのか自分でもわからないという日々。瞬発

幼い頃、眞奈美さんの遊び場だった富士山の湧水・柿田川。
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力だけでやっていったようなものです。
我ながら、

Interview
人間って、やればできるものだと思いましたよ。

包まれていたんだと思って詠んだ句です。

――さて、冨士さんは、女優として活躍される一

――冨士さんの俳句は、ご自身の経験を元に、イ

方「衾去（きんきょ）
」という俳号で俳人としても

マジネーションを加えてできているようですね。

ご活躍ですが、例えば、初句集「瀧の裏」にある

そうなのです。俳句は、私自身を見つめるもの

「制服を脱ぎてしばしの裸身かな」
などは、三島北

だと思っています。俳句を作っている時間は、自

高校在学中のころのことを詠んだ句なのですか。

分を見つめる時間。俳句は、自分自身をたどる旅

それは自分のことに限らず、娘さん、女学生を

なのです。逆に言うと、俳句に出会っていなけれ

思って詠んでみた句です。でも、もちろん自分の

ば、これほど自分自身を見つめることはなかった

思い出もそれに含まれているのですけれど。
「ス

のではないでしょうか。

カートの襞(ひだ)は十六夏みかん」という句もあ

――女優として、一人の女性として、様々な経験

りますが、三島北高校時代、セーラー服の脇を詰

をされてきた冨士さんですが、人生の転機になっ

めてみたり、スカートの襞を多くしてみたりして、

たような思い入れの深い一句は何ですか。

朝、校門に立つ生活指導の先生の脇をすり抜けよ

思い入れの深い句ということなら、
「じゃあ下の

うとしたといった経験を写し取ったものですね。

子はよろしくね遠花火」という句でしょうか。離

――「ビロードのような毛虫やサーカス来(く)」

婚し、シングルマザーとして生きていくと決めた

も、三島時代の体験が元ですね。

ときの句です。上の子は生さぬ仲、下の子は私の

そうです。都会の人には「ビロードのような毛

子、私が引き取るという取り決めをしました。夫

虫」といってもピンと来ないかもしれませんが、

婦が別れるというのは大人の事情。これは、二人

確かにそんなのがいたんですよ。子どものころは

が一緒にいたら共倒れになってしまうからと出し

お転婆で、男の子と野球をしたり、野山を駆けめ

た苦しい決断でしたが、それは子どもには関係あ

ぐっていましたから、そんな中での体験が元に

りません。
句は状況を逆転させた物語にしました。

なっています。生まれ育った清水村では、近くの

そんなことも含めた当時の複雑な心情を振り返っ

清流・柿田川で唇が紫色になるまで泳いだり、モ

たときに、敢えて ｢じゃあ｣ と言ってみました。

ジリでウナギをつかまえたり、楽しい思い出が

そして、季語は ｢遠花火｣。

いっぱいあります。

ともかく、自分のことをじっと振り返って出て

「鉄橋や菜の花に降る焼夷弾」という句も詠みま

きた十七文字には、自分のあるがままの姿が映し

した。鉄橋を走る電車の音の響きは、幼いころの

出されているように思えます。これからも、生き

私には凄まじいもので、それがＢ29の爆撃音に重

ている限り俳句は詠み続けていくつもりです。

なりました。私の住む清水村は菜の花に囲まれて

聞き手：森山杏子・大石節夫・伊倉利晴

いるのに、まさにその瞬間、沼津は真っ赤な炎に

写真協力：清水町企画財政課

● 冨士眞奈美さんの著書 ●
『東京俳句散歩』(吉行和子さんと共著・
知恵の森文庫)
「俳句友だち」が句帳片手に東京を散策。
江戸から昭和初期にタイム・スリップ。
『てのひらに落花』(本阿弥書店)
｢ナニクソ、人生マダコレカラ！｣ 俳句
で人生を自由に楽しむ眞奈美流生き方
を披露。
句集『瀧の裏』(深夜叢書社)
1970年代から2008年までの俳句を収録
した著者の初句集。
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120周年記念座談会 Ⅱ

120周年記念座談会Ⅱ
県と県人会の今と将来について話そう
【 出 席 者 】
司会：垣内

鈴木
齊藤
袴田
吉田

３日は静岡県内にて活動しています。東京と静

康晴（かきうち・やすはる）

重子（すずき・しげこ）
俊秀（さいとう・としひで）
実有子（はかまた・まゆこ）
尚洋（よしだ・なおひろ）

岡、仕事とプライベートにおいて人との交流や
情報が結び繋がり拡がるとき、運命的な地縁や
人縁にホント静岡で良かった～と素直に思い
ます。皆さんはいかがでしょうか。
ではまず、静岡に生まれてよかったと思うこ

垣内 本日はお忙しい中ご出席いただき、ありが
とうございます。

とや、郷土のよいところ、例えば出身地の話に
なって「どんなところ？」と相手に聞かれた時

現在県人会では、特に若年の会員を増やして
いきたいということで、そのありようを模索す
る若手座談会に、静岡県出身で広いフィールド
で活躍しておられる方々に集まって戴きまし
た。皆さんと郷土の姿やイメージ、また県人同

にＰＲすることなどを、順番にお話しいただき
ましょうか。

自然に恵まれていて、
気候も人柄も温かい

士の縁や交流についてお互いに話を交えなが

鈴木 歌うという活動をしている私は、静岡生ま

ら、これからの県人会に望むことなどを語って

れであることがとてもよいことだなと感じま

いただきたいと思います。不慣れな司会者です

す。静岡県はモノの流れがよい場所ですが、新

が、よろしくお願いします。

しいものを生み出したり新しい人と出会った

一同 よろしくお願いします。

りするには、
流れがよくないとできませんから。

垣内 さて、私は現在東京住まいですが、週２～

もう一つ、必ず思いつくのは ｢富士山がある
ところ｣ ですよね。これは世界で通用します。
客観的にどうかは別にして、私的には幼い時か

垣内

康晴

㈱アルバイトタイムス代
表取締役社長。浜松市馬
郡町出身。幼時の風景は
遠州灘と玉葱畑。よく泳
いだのが養鰻池。浜松南
高、駒沢大を経て故郷に
帰り、今の会社に就職。
本社の東京移転とともに
再び上京。平成19年から
現職。
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ら「山頂は静岡県」
「こちらから見た富士山の
方がきれい」と思い込んでいます（笑）
。
それから気候が年中暖かい点。その上、人柄
も温かいですね。まだありますが、ほかの方の
ためにも、まずはこの辺にしておきます
（笑）
。
齊藤 お茶、ミカン、そしてサッカー。本当はエ
スパルスと言いたいのですが（笑）
、緑とオレ

鈴木

重子

ヴォーカリスト。旧浜松
市西伊場出身。幼時から
ピアノや声楽に親しむ。
浜松北高から東大へ進む
も、より自分らしい人生
を求め歌手に。ライブ公
演のほか病院、学校、福
祉施設など分野を越えて
活動。声や表現のワーク
シ ョッ プ、 講 演 な ど も
行っている。

かしてソーラー発電に力を入れています。そう
した太陽をいっぱい浴びているからか、人々も
元気で明るいし、裏表がない。何でも言い合え
るというところが私は大好きです。
また、近所に畑がある家があって自宅で採れ
た野菜を売っているのですが、そこで売れ残っ
たトマトなどを母が大量にもらって来たりし
て、母はまたそのお返しに何かを持って行った
りしている。そうした昔ながらの隣近所の顔が

ンジンのイメージ。そして人の優しさ。気候と

見える付き合いはいいなあと思います。東京に

風土、人柄も温かく、水がおいしい。食育とい

も８年になりますが、帰ると深呼吸ができ、大

う部分でも、子どもを育てるにはうってつけの

きな声で話せます。

場所ですね。静岡は日本のヘソというか、パ
ワーが宿っていると思います。
静岡に住んでいるといろいろなことが実現で

おいしいものも、人の気質も
多様性がある

きる。雪がほとんど降らないので、スポーツで

吉田 県外からのお客さんに、静岡ではどこでど

も一年中外で活動できます。逆に、寒い地域や

んなものを食べたらいいよという話をすると

暑い地域の人のように耐え忍ぶという県民性

きに、僕が海産物以外にまず勧めるのは、日本

はないですが…。僕がサッカーやっていて思っ

酒ですね。静岡酵母を使った日本酒がかなり有

たのは、静岡では何でもそろう、条件がいいの

名になってきていますが、なかなか全国に知ら

で、結果も手に入れないと気がすまない。この

れてはいないので、
「静岡に来たらぜひおいし

年齢でもまだまだやりたいことがいっぱい

い日本酒でおいしい魚を食べて行って下さい

あって、常に目標を語っていたい。いい意味で

ね」と言うようにしています。ただ、東京の転

の貪欲さがあります。それが静岡でサッカーを

勤族の方が静岡に来ると、僕らと全く違った目

やっていた恩恵かなと思います。

線をもっていて、おいしいと言うものが「さわ

袴田 自然という点では、太平洋があって、富士

やか」のハンバーグであったり、イルカであっ

山があって、視界が広い。私は浜松の空気が好

たり。僕なんか静岡にいてもイルカをほとんど

きで、何かで疲れた時にはまず水辺に行きま

食べたことないですけど（笑い）
。でもそれは

す。夏になると都田川に行って、家族で泳いだ

逆に言えば、本当においしいものが多様である

りしましたが、そういう自然がいまだに残って

ということですよね。

いる。それから太陽の恵み。日照時間が静岡は

多様であることが逆に、たとえば精神面で県

毎年全国で上位なんですね。浜松ではそれを生

としてのまとまりがないとはよく言われます。
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僕ら不動産の仕事をしていて、西部と中部、東
部ではお客様の対応が全く違います。それが面
白いところでもあり、欠点でもあると思いま
す。多様ではあるけど、県外の人から見ると捉
えにくいという面があるかもしれませんね。
垣内 僕は歴史好きなので、静岡県にとって徳川
家康はすごい存在だと思いますね。竹千代時の
臨済寺、青年～壮年期の浜松城、大御所として

齊藤

俊秀

㈱清水エスパルス・アン
バサダー。両親が転勤族
で、旧清水市に移った後
に生まれる。もともとは
巨人ファンだが、周囲の
影 響 で サッカーを始 め
る。清水東高で全国大会
優勝し早大へ。卒後エス
パルスで現役選手として
11年を過ごし、今年度か
ら現職。

晩年を過ごした駿府城、そして祀られている久
能山東照宮。最後の徳川将軍慶喜公に、県人会

ことは、運命的だと感じます。また、高校生の

ゆかりの初代静岡県令16代家達公。浜松市のゆ

ときインターハイに出場した際、静岡を背負っ

るキャラ
「家康くん」
も大活躍だし、そうそう、

て行くんだという感じを強く持って、それ以

今年は顕彰400年で盛り上がっていますね。県

来、ちょっとかっこいい言い方をすると「静岡

人会120周年との符合もたまりません。

プライド」
というか、そういうことを感じます。

ただこの素晴らしい静岡県も、最近は経済的

家康ではないですが、いいことはもちろん、悪

な落ち込みや雇用も厳しく、人口減少も著し

いことも受け入れて前に進むという力を持た

い。残念というか悔しい。だからこそ、多くの

せてくれたのも静岡のおかげだと思い、その恩

人の往来や交流が拡がる元気な県としてもっ

恵を後世に伝えていきたいと思っています。

とＰＲしたいですね。

ちょっとカッコ良すぎるかな（笑）
。

静岡県に生まれてよかったこと

それぞれ

袴田 私はなぜか、静岡出身の人とご縁が深いん
です。函館や平塚に行っても、行く先々で静岡
県の人と会いますが、静岡の人って郷土愛が強

鈴木 さっき袴田さんがおっしゃったことから思

いですね。同じ浜松出身とわかるとその瞬間に

い出したんですが、音楽をやる者にとって、波

打ち解けて、すごく親しくなります。自分が好

の音、ザーッと引いて行ってザーッと返ってく

きな町、誇りをもってこの町の生まれですと言

る、そのリズムがいつも自分の音楽の背景にあ

える所に育ったのは、幸せだなと感じます。

るなと感じています。そういうものって、あと

サッカーに関しては、浜松では女子も普通に

から身につけようと思って身につくものでは

サッカーをしていましたが、今でも子どもたち

ないので、その点感謝しています。

と一緒にボールを蹴ると、すぐに仲良くなれま

齊藤 僕は親類がほとんど東京ばかりで、私の家
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す。そこもちょっと自慢です。

庭だけが静岡に住んだのですが、静岡に溶け込

吉田 僕も高校入学時にサッカーシューズを買わ

め、サッカーを始め楽しく過ごすことができた

されました
（笑い）
。私は、この仕事を始めて、

静岡って本当にいいとこだなと実感するよう

てくれる。そういう優しい人々に囲まれて選手

になりました。一年中同じことができることを

もクラブもあるということは喜びですね。ま

静岡の人は当たり前だと思っていますが、そう

た、かつてエスパルスを率いてくれたアルゼン

いう恵まれた県はそうはない。山梨の人に「あ

チン出身のアルディレス監督やイングランド

なた達は恵まれていると思わないといけない

出身のペリマン監督も、今でもお会いすると、

よ」と言われたことがありますが、本当にそう

清水と静岡のことは、奥さんともども ｢あの町

だと思います。

は最高だ。太陽が明るい｣ とほめてくれます。

海があって山があって、
自然に恵まれていて、

袴田 東京で浜松のＰＲをする ｢やらまいか交流

物質的にも欲をかかなければ不自由なく生活

会」が開かれていて、私は５年前からその司会

できる。田舎もあれば都会もあるという、バラ

をさせてもらっています。主催は浜松市役所の

ンスのよい所だと思います。

東京事務所ですが、話をつないでくれたのが浜

同県人、同郷というだけで
人の輪が広がるのが幸せ

垣内 皆さんは全国や世界で活躍なさっています

松にいる小学校の同級生です。本当にそうした
ご縁で、私は生かされていると思います。また、
「浜松会」という月に１回ただ飲んでいるだけ
の会がありますが
（笑い）
、そうした場所では、

が、そういう中でも静岡との往来、人との交流、

私の仕事では出会うことができなかった人と

接点があると思うんです。嬉しかったこと、楽

も出会って親しくおつきあいさせてもらえる。

しかったことなどがあったら教えてください。

そうして人の輪が広がり友人が増えていくの

鈴木 いま月に１回、静岡のＳＢＳ学苑でアレク

が、本当に幸せですね。

サンダー・テクニークという体の使い方を教え

吉田 私は日頃静岡にいますから、静岡の人とし

に行っているのですが、その生徒さんとおいし

か接点がないのですが、東京などに来ると意外

いものを食べに行ったりするのもすごく楽し

に静岡の人が多いと思います。たとえば仕事関

い。また、浜松でディナーショーを開いたので

係の会社に
「うなぎパイ」
などを持って行くと、

すが、幼い頃から私も知っているファンの方が
来て下さって、
「あの重子ちゃんが、上手になっ
たわねえ」
（笑い）とほめてくださる。浜松な
らではの応援だと嬉しくなりますね。
齊藤 エスパルスは、1997年に一度経営危機が
あり、その時は新しい運営会社に変わって存続
したのですが、地元の方々が30万人の署名を集
めてくれて、郷土愛を感じました。また、選手
がけがをした時などは千羽鶴を送って励まし

袴田

実有子

フリーアナウンサー。浜
松市西区に生まれ、浜松
市立高校へ。親の影響で
大学の教 育学部に進む
も、アナウンサーをめざ
す。愛知県内のケーブル
テレビ、ＮＨＫ函館・水
戸・東京でキャスター、
デ ィレ クターなどを 経
験。現在は司会を中心に
活躍中。
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い。10分ぐらいお話しただけで、
「またお会い
吉田

尚洋

ヨシコン㈱代表取締役副
社長。旧志太郡大井川町
（現焼津市）
出身。藤枝東
高時代は勉強もせずサッ
カーに熱中。上京三日目
に東京は怖いと実感し、
いずれは帰郷をと決意。
現在の主な仕事は不動産
売買・賃貸や工場誘用地
を確保した企業誘致など。

しましょう」となってしまいますので、もっと
少人数で集まって、じっくり特定の方の話を聞
くという機会ができたら素敵ですね。私は音楽
家なので、音楽家同士でもいいですし、まった
く異業種の方のお話を聞くのも大いに刺激に
なると思います。
齊藤 サッカー界の話ですが、本場のヨーロッパ
や南米など海外に出て行って学んでくること

静岡出身の人が出てきてくれる。そうして、い

も大切ですが、これからは海外に出なくとも日

いことでも悪口でも静岡の話ができて盛り上

本の中で切磋琢磨し、お互いに高め合う、そう

がれる。そういう点に郷土愛を感じますね。

いう流れが重要になっていくと思います。そう

垣内 東京でアンテナを張っていると同郷のパー

した考えの下で、県内の選手を育てることも大

ティや集まりは案外とあって、とにかく参加さ

事ですし、県内の人いろいろな知恵を持った人

せていただくことを心がけています。同郷人が

に知恵を出してもらって、英知を結集し合った

多様な業界や分野で頑張ってるなあと実感し

り、人材を交流し合ったりすれば、サッカーに

ますし、日常ではお会いできない方々と酔っぱ

限らず、大きな力になると思いますね。

らいながら話ができる(笑)。同郷のよしみって

袴田 静岡の企業やメーカーが、静岡でも東京近

嬉しく有難いものですね。県人会の活動で名誉

辺でも、
「今こんなことをやっているよ」
「近く

会長の徳川恒孝18代当主を訪れご挨拶する機

こんな催しがあるよ」と気軽に書き込めるサイ

会があったのですが、ひどく緊張していた私に

トがほしいですね。そこで会話ができると、会

優しいお言葉でお話しいただき、ホッとしたこ

えない時もつながってる感があって面白いか

となど今でも鮮明に覚えています。

なと思います。

プロの人の話を聞く会や

大人と若者が出会える場がほしい

垣内 最後に、県人会を含め、静岡や静岡県人と

静岡の人は、人がいいのですが、内弁慶とい
うか、商売下手、アピール下手なところがある
と思います。だからこそ、気軽にこういうこと
をやってるよと言える場があるといいですね。

の交流に関連して、もっとこんなことがあった

それによって、静岡県人にも積極的にやろうと

らいいなあ、こんなことしたいなと感じている

する面があるということを、全国の皆さんに分

ことがあったらお話し下さい。

かってもらえると、もっと素敵ですよね。

鈴木 県人会などを通じて素晴らしい方にお会い

吉田 本当にその通りだと思いますね。静岡には

する機会があるのですが、なにぶん時間が短

たくさんいいところがあるのに、それをどれだ
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け県外の人が知っているかというと、あまり知

り応援したりできる機会があると良いなと思

らないと思う。富士山、サッカー、お茶、みか

います。その後、彼らは東京で活躍する人材も

んはみんな思い浮かべると思いますが、そのほ

いれば、故郷に戻って頑張る人、世界で活躍す

かの静岡の資産は知られていない。それは情報

る人もいるでしょう。同郷人の活躍は素直に嬉

発信が足りないのだと思います。

しく誇らしいものです。県人会創立時の家達

私は各地に行って、九州とか四国とか、ある

公、戦後県人会活動が再開された直後の昭和28

意味条件がきつい県がそういう点では頑張っ

年に発行された『静岡懸人 再刊第１号』に触

ていると感じます。先ほど、県として一つのま

れ、郷土の発展や郷土愛は偉大な先人の見識に

とまりがないという話がありましたが、各地に

おいては
「同郷の若手育成支援」
であったこと、

それぞれ頑張ってる人が大勢いるのに、横に串

そして県人会は多くの心ある同郷の大人が次

が通っていない印象です。その意味で県人会に

世代へと繋いできていることに心打たれます。

は「静岡」の旗の下に集まり、団結する機会を

「地元びいき」
。世界においては日本が、国内

作ってもらえるかと期待しています。成功した

においては静岡が負けちゃいけない。グローバ

経営者の話を聞ける機会も嬉しいし、同年代の

ル化が進む時代の中でそんな郷土への熱をさ

人と会うことも大事。そういう交流の機会をぜ

らに高めて、私たち世代は同郷人とのさらなる

ひ作っていただきたいですね。

交流や親睦を拡げ、繋げていきたいですね。

垣内 カタチにしていきたいものとして、静岡か
ら進学で上京してきた学生を東京で支援した

今日は、有意義なお話をどうもありがとうご
ざいました。
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特別寄稿

歌舞伎をめぐる心と
故郷を愛する心
八代目

大谷

友右衛門

静岡県人会120周年おめでとうございます。

ました。晩年身体が思うように動かなくなった舞

私と県人会皆様とのお付き合いは歌舞伎観劇会

台にもその心が溢れているようでした。

をなさってくださってからになります。

それはただ、そのお役の心になりきるだけでは

始めはまだ昔の歌舞伎座だった頃でした。新し

なく、そのお役を愛する心、その舞台を愛する心、

い歌舞伎座ができ、今まで歌舞伎は
「難しいから」

ご観劇くださるお客様への感謝の心、いろんな

と、敬遠されていた方も大勢ご観劇頂き、
「初めて
観たけど面白かった」とのお声もよく聞きます。
また、学生だった息子達も毎月舞台を勤めてお
ります。ぜひ劇場にいらして生の舞台に接してい
ただければと存じます。

「心」の事だったように感じます。
歌舞伎が400年近く続いてこれたのも、そんな
多くの「心」に支えられたからだと思います。
それと同じように、皆様の「故郷を愛する心」
と

き

が120年の長い時間、県人会を支えていらしたの
だと思います。観劇会はもちろんですが、これか

私の父は四世中村雀右衛門ですが、私が幼い頃

らも様々なご活動をお続けになりながら、130周

は大谷友右衛門の名前で映画にも出ておりました

年、150周年と重ねてお祝いが出来ます事を、私

ので、
「映画に出ていた友右衛門さん、あらこんな

も心を込めてお祈り申し上げます。

にお若いの」とよく言われました。
父は戦争を体験し、歌舞伎の世界に戻ってから
も大変苦労をした人でした。もともと友右衛門は
立役の家系でしたから、
女形を目指したのも遅く、
人の何倍も勉強し苦労したのだと思います。
私が友右衛門を襲名し女形の修業を始めた頃
は、父も私も若かった事もあり何かあると反発ば
かりしておりました。父とすればさぞ歯痒かった
事と、子供たちが舞台に立つようになった今思い
ます。
父の舞台は華やかでかわいいのです。生前よく
「技術も大事だけども最後は心だよ」
と申しており

64

profile
八代目 大谷友右衛門
屋号は明石屋、定紋は丸十。
昭和24年２月23日生まれ。
昭和36年２月 歌舞伎座「勧進帳」太刀持にて二代目大谷廣太郎を名
乗り初舞台。
昭和39年９月 歌舞伎座「ひと夜」康吉と「口上」にて八代目大谷友
右衛門を襲名。
長男は三代目大谷廣太郎。次男は二代目大谷廣松。
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高校訪問

SSHを通した学習への取組み
将来の進路を見据えて

貴重な体験をたくさんさせていただきました。特
に再生医療の講義では、その技術の多くが人体の
持つ生き物としての特性を生かしたものであるそ
うで、改めて人間の体の精密さに感動しました。

静岡県立磐田南高等学校

長谷川

２年

七穂

また、医学と工学の融合によって誕生した技術が
現場の医療を支えているという事実や、臨床医と
研究医を兼任している人も少なくないことを知

静岡県西部に位置し、ジュビロ磐田でその名を

り、一口に医療に携わるといってもさまざまな方

全国に広めた磐田市。私はその磐田市にある県立

法があるのだなと今後の進路の参考にもなりまし

磐田南高校の理数科で学ぶ２年生です。我が校は

た。これからさらに自分の興味のある分野を見つ

文部科学省からSSH（スーパーサイエンスハイス

け、何らかの形で医療に貢献できる仕事ができた

クール）指定されており、科学技術や理数教育に

らいいなと思っています。

力を入れたカリキュラムが設定されています。特

静岡県は東西に面積の広い県であるにもかかわ

に各学年に１クラス設けられている理数科では、

らず、医学部のある大学が一つしかありません。

理科・数学を高度かつ専門的に学べるだけでなく、

地方の医師不足が叫ばれる中、今後ますます高齢

興味のある分野の課題研究をしたり、大学や企業

化が進むことや東海地震などの大規模災害にすば

と連携して講義を受けたりといった、より具体的

やく対応できるのかということを考えると、地元

な経験を積める機会が数多く用意されています。

密着の医師が増えるといいなと思います。私もい

当然のことながら授業のペースは速く難しいた

ずれは地元に貢献できる医療従事者になりたいで

め、私の高校生活が勉強第一であることは言うま

す。進路は未定ですが、高校卒業後首都圏の大学

でもありません。でも、毎日得られる新しい知識

に進学したり就職したりして、郷土の先輩である

は興味深いものばかりなので、できるだけ早く吸

皆さんと出会う機会があるかもしれません。故郷

収できるよう日々自主的に勉強しています。将来

から遠く離れた慣れない街でも、同じ故郷を持つ

は漠然と理系の大学に進みたいなと考えていたの

皆さんと共に学んだり働いたりすることができた

ですが、このSSH事業の一環で、現在医師として

ら、それは私の心の大きな支えであり励ましにな

働く先輩の話を伺ったり、さまざまな研究所を見

ると思います。そのような機会が訪れたときは、

学したりするうちに、医学の道へ進みたいという

どうぞよろしくお願いします。皆さんの背中を追

思いを抱くようになりました。

いかけて、高校生の今、精一杯勉強していきたい

そんな中、この夏休みにテルモ科学技術振興財
団主催の「サイエンスカフェ」に理数科から数名
参加できることになり、即立候補させていただく
ことにしました。これは全国から約30名の高校生
が一泊二日で東京に集まり、講義や実習を通して
最先端の医療技術を学ぶというものです。最新の
手術ロボット「ダ・ヴィンチ」の操作体験や患者
自身の細胞を培養して治療に利用する「細胞シー
ト」の作成、胃の人工模型の内視鏡撮影や手術糸
での縫合など日常の高校生活では決してできない
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と思います。

スーパー・プロフェッショナル・
ハイスクール
海外研修を終えて
静岡県立焼津水産高等学校 食品科学科

滝浪

３年

明日香

いろなところから賑やかな声が飛び交っており活
気に満ち溢れていました。マーケットは値札がな

この海外研修は、今年度から文部科学省に研究

く売り手と買い手が交渉して価格が決められます。

指定されたスーパー・プロフェッショナル・ハイ

最終の研修先は、中国の青島でした。青島市内

スクール（SPH）という事業の一環として実施さ

の視察では、多くの観光名所を訪ねました。小青

れました。水産業や水産物流通の高度化・グロー

島公園へ向かう途中には、日本人が設計に携わっ

バル化に対応した研修になります。学校内で代表

たという美しい家屋が立ち並んでいました。

の６人が選出され、私たちは日本から遠く離れた

翌日は、
「青島多福康食品有限公司」
という食品

異国の地で、
様々なことを学ぶことができました。

工場の見学に行きました。ここでは、魚からのエ

初めて出会う人、物すべてが新鮮な5日間でした。

キス、コラーゲン、サケのフレーク、野菜ジュー

最初の渡航先は、タイのバンコクでした。そこ

ス等、食品を総合的に加工・製造しています。野

では、
「N＆N FOODS COMPANY LIMITED」と

菜ジュースの殺菌において、殺菌時は室内の温度

いう食品工場を見学させていただきました。この

が上昇するので、工場内の天井は高く広々とした

会社では主に冷凍食品を製造しています。作られ

スペースになっていました。これは従業員の健康

た製品の多くは、
日本に輸出されているそうです。

を守るためだそうです。工場の奥には、最終検査

工場内を見学する前に作業服を着て、ローラーで

で引っかかった製品の再検査を行っていました。

30秒間及び規定された時間で細かなゴミを取り

このように厳重な検査体制は、消費者、製造者と

除きました。長靴のまま塩素溶剤に入り消毒し、

もに食品の安全安心を提供し人々の健康を保証す

説明通りに手洗いを行いました。これらの工程を

るものだと思いました。一つの商品の製造には膨

経てやっと製造ラインの中へ入ることが許可され

大な手間がかかっています。

ます。このようなことは日本国内の工場でも行わ

今回私たちは、二つの海外の食品工場を見学し

れていますが（HACCP）
、タイでも同じだなと思

ただけにすぎませんが、商品になるまでには、多

いました。工場内に入ると従業員が黙々と作業を

くの人々の目に見えないつながりがあって、世界

行っていました。室内の隅の形状は丸みを帯びて

が動いていることを実感しました。また、日本で

いて、HACCPに則って設計されていました。海外

生まれ育ったことに感謝する一方、自分にはこれ

の工場はもっと杜撰なイメージを持っていまし

から体験すべきことが山ほどあることを痛感しま

た。過去のニュースで海外メディアが報じていた

した。今、私は食品科学科という学科で食品の製

ことが頭にあったからです。しかし、ここタイで

造や管理等を学んでいます。将来は栄養士の職に

は食品の安全安心が守られていることがわかり安

就きたいと考えています。その時、この海外研修

心しました。

地の食品工場での加工・製造工程や施設設備の衛

２日目には自由研修の時間になりました。マー
ケットにはぎっしりとお店が連なっていて、いろ

生基準等多くの学んだことを生かし、世界でも活
躍できるように頑張りたいと思います。
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してくださいました。シンガポールはマレーシア

SGHシンガポール研修旅行

と結んでいる水の輸入契約が2061年に切れま
す。このような悪い状況を逆手に取って世界最先
端の水技術を研究していることはとても素晴らし

静岡県立三島北高等学校

工藤

２年

いことだと思いますし、見習わなければならない

由佳

ことだと思います。
研修２日目は、River Valley High Schoolという

私が在籍している三島北高校は、平成26年度か

中華系の生徒がほとんどである学校を訪問しまし

ら文部科学省によってスーパーグローバルハイス

た。その学校で行われている水研究の発表を聞い

クール（SGH）に指定されました。SGHの取組み

た後に、私たちも地域の水問題について発表しま

の中心は課題研究で、三島北高校のテーマは「安

した。また、校内を案内してもらい、一緒に水質

全な水の確保」です。海外研修への参加が決まっ

検査を行いました。この学校はリサイクルするた

てから、水問題の専門家である橋本淳司先生の指

めにいろいろなものを回収していました。
例えば、

導のもとで、
「世界の水問題」
「シンガポールの水

インクカードリッジや紙パック、インクのなく

事情」について研修を行いました。また、東レ三

なったペンなどです。私はとても驚きました。私

島工場の協力で、
水処理施設の見学を実施したり、

も中学生の時に学校でアルミ缶を集めていました

立教大学で、課題研究学習の進め方として課題基

が、それは一定の期間のなかのことであり、ずっ

盤型学習の手法を学んだりする機会もありまし

と行っているわけではなかったからです。水資源

た。十分な下準備をして臨んだつもりのシンガ

だけでなくすべての資源を大切にしているのだと

ポール研修でした。

思いました。

研修旅行の初日は、Water Hubを訪問しまし
た。最初にシンガポールの水事情について東芝ア
ジアパシフィックの河野博士から研究の説明を聞
いた後、PUB
（シンガポール公益事業庁）
の担当者
から、シンガポールでの淡水確保の取組みについ
て説明を受け、研究施設を見学させていただきま
した。シンガポールで使われている水がどこから
来ているのか、シンガポールにおける水の循環は

協働での水質
検査実験

どうなっているのか、これからシンガポールがど

この学校ではさらに驚いたことがありました。

のように水問題と向き合っていくのかなどを説明

それは私たちと同年代の生徒が英語、中国語、日
本語の３か国語を操れるということです。私は日
本語しか話すことができません。すでに外国に後
れを取っているのだということを痛感しました。
そのあと訪れたMarina Barrageでは実際の貯
水池を見た後に模型を見ながら貯水量をコント
ロールする仕組みを教えていただきました。模型

PUB担当者によるシン
ガポール水事情説明

68

以外の展示も水を使ったものやペットボトルを
使った仮想水に関するものなど様々なものがあ

どで楽しみながら水について学ぶことができまし
た。見学の最後にNeWaterをいただきましたが、
Marina Barrage
水門模型

り、過去から現在に至るまでのシンガポールの水

ほとんど純粋な水に近いので無味でした。まだ、
産業用水としての用途が中心ですが、もちろん飲
料水としてもまったく問題ありませんでした。
シンガポールに滞在中、夕食は毎日班別で行動

について学ぶことができました。
また、この場所は常に人々に開放されているの

しました。その時間ではシンガポールの食や人々

で多くの人がいました。ここではカヌーなどの水

の生活に触れることができました。
接客の仕方や、

上スポーツをすることもできるそうです。

食べ終わった後の対応、MRTの切符の買い方な

このような水の供給における重要な施設を開放

ど、日本とは違うことばかりで、初めはとても戸

することで、人々の水に対する意識が高まるのだ

惑いました。しかし、添乗員の方や、静岡県東南

と思います。シンガポールの水に関するコンセプ

アジア駐在員事務所の方々がサポートしてくだ

ト、”Water for All Conserve, Value, Enjoy” を実

さったので徐々に慣れていくことができました。

感させる取組みでもあります。

多くのことを体験しましたが、一番印象に残って

研修３日目には、シンガポール国立大学の水研

いるのは食事のときです。中華料理が多かったの

究施設であるVan Kleef Aquatic Centreを訪問し

ですが、豚や鳥などが店先につるされていたのに

ました。ここではできるだけ自然な環境で現実の

はとても驚きました。

生活に生かすため水の利用方法についての研究の

この研修を通して、シンガポールがどのように

説明を受けた後、
実際の研究内容を見学しました。

水問題と向き合っているのかを知ることができま

日本ではヒートアイランド対策として考えられて

した。また、River Valley High Schoolやホテル、

いるグリーンルーフについて、保水の観点で研究

ショッピングセンターなどシンガポールで訪れた

していると聞き、着眼点に驚きました。研修の最

施設にはインテリアとして水を使っているところ

後は、シンガポールの４National Taps＊（４つの

がありました。それだけシンガポールの人にとっ

蛇 口 ）の ひ と つNeWaterの 啓 発 施 設NeWater

て水が身近で大切なものであるということが伝

Visitor Centreです。NeWaterとは生活雑排水を

わってきました。日本人にとっても水は古くから

浄化したものです。そこではNeWaterが作られて

身近なものです。しかし、どれだけの人が心から

いる工場を実際に見ることができました。生活雑

水は大切と思っているのでしょうか。水の出しっ

排水をNeWaterにするための段階的な処理や、安

ぱなしなど日本ではよくあることです。その水の

全のために紫外線を使って最終処理をしているこ

供給源の一つがなくなるとしたら、日本の人々も

となど、実際に見て学ぶことができました。この

水の大切さに気付くかもしれませんが、それでは

施設では工場を見るだけでなく、ゲームや映像な

遅すぎると思います。日ごろから水の大切さを感
じられる人でいたいです。シンガポールの人たち
のように。

＊４National Taps…シンガポールで利用できる 4 つの
NeWater Visitor
Centre 正面

淡水のこと。①貯水池の水
入水

②マレーシアからの輸

③海水の脱塩処理後の水

④ NeWater
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日本一有名な「分校」を
目指して
静岡県立伊東高等学校城ヶ崎分校

楠元

璃子（平成26年度生徒会長

美術部所属：部長）

松浦茉莉子（平成26年度生徒会副会長
木部美菜恵（平成26年度生徒会副会長

2014年

美術部所属）

版画甲子園

2014年

美術部所属：副部長）

（文部科学大臣賞）
８月 漫画甲子園出場

私たちが通う城ヶ崎分校は自然豊かな伊豆高原

10月 全国高校デザイン選手権優勝

にあり、校舎からは大室山と広大な海の景色を眺

（文部科学大臣賞）

めることができます。ここは全校生徒100人の小
さな学校です。入学時に〈総合キャリアコース〉
と美術をメインとした〈アートコース〉に分かれ

います。卒業生では高校卒業と同時にアニメ制作
して活躍している人もいます。美術部としてはこ

人数の少ない小さな学校ですが、学校の特色を

れからも優秀な実績を残せるよう、様々なポス

生かして、色々なところで活躍してきました。少

ター制作や全国大会での優勝を目指して、日々精

人数の良さとしては、先生も生徒もお互いに顔と
特徴を把握し、
どのような人柄かを分かっていて、
生徒としては親しみやすく、一対一で相談をしや

進していきたいです。
最近、私たちは城ヶ崎分校が生徒数の減少にと
もない将来なくなってしまうのではないかと心配

すいです。また、コースや習熟度、選択科目など

しています。生徒会としても学校をより良くする

で分かれて授業を受けるので、気軽に質問もでき

ために、積極的にボランティアをしたり、学校が

て、じっくり進めて全員が理解し、城ヶ崎分校な

有名になるように校外に向けて積極的に活動を広

らではの授業で学ぶことができます。

げていこうと考えています。

部活動の数は少ないですが、他校と試合をした

そして、卒業をしていった先輩方、これからで

り、工夫をして頑張っています。特に美術部は今

きる後輩、私たちの為にも、この母校を守り通し

まで数多くの実績を残してきました。

ていきたいと思っています。

最近の主な実績は以下のとおりです。
８月 漫画甲子園優勝（最優秀賞）

2013年
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その他にも、各個人でさまざまな実績を残して
会社に就職した人や、プロのイラストレーターと

ます。

2013年

３月 版画甲子園優勝

漫画甲子園

2014年全国高校デザイン選手権

健康ソリューションのナンバーワンを目指します
ニュートリション・アクトは究極の健康をめざし、ヒトと環境（自然）の共存のもとでの
健康をコンセプトに、 すべてのニュートリション事業を行っています。
エビデンスや品質を重視した原材料の販売、 機能性食品や化粧品のOEM、 特定保
健指導やセミナーの実施、 個人のお客様の美と健康までサポートし、 皆様の健康を
つくるナンバーワン企業となることを目指します。

株式会社ニュートリション・アクト
〒108-0074
東京都港区高輪一丁目5番4号 常和高輪ビル
TEL：03-5475-7313
FAX：03-5475-7314
website：http://www.n-act.co.jp

おいしさと健康と美のコンセプトショップ

ラ・バランス銀座
〒104-0061
東京都中央区銀座7丁目8番15号 第2新橋会館1階
TEL : 03-6255-6300
FAX : 03-6255-6301
website：http://www.labalance-ginza.jp
営業時間：平日 昼 13：00 ～ 夜 21：00
定休日：土日祝日（その他：夏季休暇、冬期休暇あり）
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会員随筆

メイドイン静岡の力を
還元しよう！
会報部員

芦澤
県人会関係者のみなさま、この度は120周年お
めでとうございます。
特に日々運営に携わっていらっしゃる理事のみ
なさま、本当にご苦労さまです。

洋介

ふるさとがこのような状況の中、私たち県人会
が役にたてることはあるのではないかと感じてい
ます。私におきましては、ふるさとの歴史を学び、
役にたてる存在でありたいと願い、一昨年より、

私は新卒時、Ｕターンを目指し、静岡中心に就

東海道、富士山、家康、韮山反射炉の検定に挑戦

職活動をしていましたが、すべて落ち…、東京で

するなど、勉強を続けております。また昨年は、

働くことになりました。

休日を利用し、県のフェイスブック運営に必要な

そのような中、
「東京に居ながら静岡に関わるこ

人的つながりの紹介や、デザインの作成など、静

とのできる活動はないか？」と思い、８年前に県

岡に関わる日々の取り組みを、県民手帳に記載す

人会に入会いたしました。

る習慣をはじめました。

私は県人会が、出身者の交流の場に留まらず、

最後となりますが、若手が少ない今の県人会に

「ふるさとの応援もするコミュニティー」
であるべ

は、盛況のバーベキューに加え、
「若手を中心とし

きではないか、と考えています。
なぜ、そんなことを思うのか？
それは、次のニュースがきっかけで、思い、意
識することになりました。
一条工務店（東京都江東区）
「創業の地、浜松に

た懇親会」
と、参加の継続を促すための
「インター
ネットコミュニティー」
が必要だと感じています。
私はもう中年ですが、メイドイン静岡の力を還
元するために、何か役に立てることがございまし
たら、微力ながら尽力する所存でございます。

恩返し。300億の寄付で、17.5㎞の防潮堤を整備」
というものです。
私は今でも300円に困る時さえありますが、
「原
点を振り返る」という意味において、見習うべき
姿なのではないかと思いました。
現在に至るまでの歴史があって今、私たちが存
在する。
メイドイン静岡の力は静岡に還元する。
県人会のあるべき姿なのではないかと思う理由
です。
静岡県は今、人口の転出超過6892人（平成25
年度総務省調査）で、北海道に次ぐ、全国ワース
ト２位の危機的状況だと聞きます。
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profile
由比町（現静岡市）出身。静岡商業高校・獨協大学卒業後、番組・広
告制作会社を経て、現在は凸版印刷に勤務。
静岡の特産物をテーマにした企画等で、デジタル・コンテンツ・オブ・
ジ・イヤー２度受賞。
富士山の眺望ができ、寝過ごしても静岡方面に進む、東海道線沿線の
藤沢在住。新聞５紙のWeb静岡ニュースを13年間毎日チェックして
いる。

父と郷里への恩返し
日本茶インストラクター／理事

渥美
私は昭和33年に静岡県浜松市に生まれました。

佳子

した。

当時の日本は高度経済成長期であり、皆が欧米並

日本茶の勉強を重ね、お茶を美味しく淹れるに

みの豊かな生活を目指していました。物質的には

は知識とテクニックを持つことに加えて「相手に

質素でしたが、日本人が持つ美徳
「思いやりの心」

美味しく飲んでもらいたい」という「温かい思い

に溢れ、各家庭には「茶の間」が存在し、家族や

やりの心」が不可欠であることを実感しました。

地域でのコミュニケーションも当たり前のように

父が私を叱った理由が身にしみてわかりました。

存在する、心豊かな時代であったと思います。

単にお茶が不味かったからだけではなく、私の心

鉄工所を営む父は、お茶好きの頑固オヤジでし

構えを正したかったのです。時間はかかりました

た。昭和30～40年代に静岡県の河川に鉄橋を架

が、日本茶を通じて、私は父の深い愛情を受けと

ける仕事に多数携わっておりました。その地域は

め、故郷、静岡県に根づくお茶文化の素晴らしさ

まさに日本有数の茶産地です。父がそこで極上の

を教えてもらいました。

静岡茶に出会い、購入させて頂いていたことは言
うまでもありません。
当時の私には日本茶の知識がほとんどなく、い
つも父から淹れ方が下手だと叱られてばかりでし
た。また、父は折に触れ、お茶は身体に良いから

今、一番お茶を淹れてあげたい父がいないのが
本当に寂しいですが、静岡茶の美味しさを一人で
も多くの方へ伝え続けることが、父と郷里に対す
る恩返しであると思っております。
現在も、日本茶講座開催、各種講演、日本茶の

たくさん飲みなさいと伝え続けていました。
でも、

呈茶イベント等のご依頼がある度に、現場に参上

残念なことに私は口うるさい父を敬遠し、18歳で

しております。対象はお子様からご年配の方、そ

進学のため上京、就職……距離をおいたまま数十

して外国人まで……そんな様々なシーンに対応で

年が経過しました。

きる日本茶インストラクターでありたいと願い、

平成11年７月、病床の父を見舞うため浜松へ帰

コツコツと勉強を続けています。

省していた私の休暇が尽き、東京に戻る晩の出来

末筆ではございますが、このたびの静岡県人会

事です。帰り際、父が「茶を淹れてくれや」と小

創立120周年を心よりお慶び申し上げますととも

さな声でぽつり。私は心を込めて丁寧に淹れまし

に、静岡県と一般社団法人静岡県人会のますます

た。そのお茶を口に含んだ時、父は満面の笑顔で

のご発展をお祈りして、結びの言葉とさせていた

「あ～！うまいなぁ！ありがとうなぁ～！」
と、初

だきます。

めて褒めてくれました。嬉しくて涙がこぼれまし
た。……翌日、父は他界しました。大好きだった
父との最後のお別れに、日本茶が宝物の思い出を
作ってくれました。
父が私に何を伝えたかったのかを知りたくて、
日本茶インストラクターになることを決意しま

profile
昭和33年浜松市生まれ。浜松市立浅間小学校、西遠女子学園、青山学
院女子短期大学を卒業。昭和54年日本航空に入社し、客室乗務員とし
て32年間国内線・国際線に乗務。平成12年に航空業界で一人目の日
本茶インストラクターとなる。日本航空退職後は、NHK「あさイチ」
出演をはじめ、日本茶の普及活動に奔走している。平成26年、一般社
団法人静岡県人会理事に就任。
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宝永山
総務省地域通信振興課長

今川

拓郎

帰省先の富士宮の実家で目覚めた大晦日の朝。

両親は俳句が趣味であり、この宝永山訪問もプ

寝ぼけ眼に飛び込んできたのは雲一つない冬空に

チ吟行といった趣であった。自分も促されて俳句

くっきりと浮かび上がる富士山。我が家から約30

に初挑戦。
「霧」
が秋の季語であることを母から教

度に見上げる仰角で、濃紺の山腹と白い冠雪が北

わり、
「ノックアウト」
の情景を素人らしく率直に

東の空の大半を占めている。

詠んでみることに…。
「霧晴れて レンズはみ出す
宝永山」
。
母がこの駄句を所属の結社の主宰に見せ

静岡県人が誇りとするこの世界文化遺産。富士
宮から清水の高校に通った自分にとっては、三保

たところ褒められ、俳句誌に掲載される運びと
なった。

松原が構成資産に加わったことは二重の喜びと
なった。富士宮から仰ぎ見る富士山も、三保松原

その後、忙しさに負けて俳句はすっかり縁遠く

越しに眺める富士山も、まさに絶景。その姿には、

なってしまっている。しかし、帰省する度に心を

ともに、向かって右側中腹にやんわり膨らむ宝永

奪われる富士山の神秘な雄姿と、80代後半になっ

山がアクセントを添えている。

ても富士宮で元気に俳句を続けている老親の背中
が、自分に何かを語りかけているようだ。元旦の

この宝永山。1707年の宝永大噴火で誕生した

朝も左腰の宝永山あたりまで雪に覆われた厳かな

富士山最大の側火山で、表富士に欠かせないシン

姿を現した富士山を拝みつつ、日頃の浅学を反省

ボルだが、約15年前に両親と登ったことがある。

し、故郷静岡への恩返しの糸口とするためにも、

富士宮口五合目から火口まで約30分。五合目付近

俳句に再挑戦してみようと思いを新たにした次第

は深い霧に覆われて景色を楽しむことはまったく

である。

叶わず、霞む山道を親の手を引きつつ登って行っ
た。霧が薄まり空が明るくなって、記念写真を撮
ろうと構えていたところ、瞬く間に雲が流れて見
たこともない火口が眼前に。初めて目にした宝永
山の全景と後ろに広がる日本最高峰の雄大な山頂
に、ノックアウトされた気分になった。
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profile
富士宮市出身、清水東高校卒。1990年東京大学大学院修了、同年郵
政省入省。1997年ハーバード大学経済学博士。大阪大学大学院助教授、
総務省事業政策課企画官、情報通信経済室長、地上放送課企画官等を
経て現職。専門は、情報経済学、産業組織論、都市経済学等。
「高度
情報化社会のガバナンス」（NTT出版、共著）、「デフレ不況の実証分
析―日本経済の停滞と再生」（東洋経済新報社、共著）等、著書・論
文多数。

パラオ共和国と日本の歴史
理事

大杉

2014年11月14日、
「ふじのくに交流会」が開
催された。そこには、数か国の大使が来賓として

実生

ている。島民は悟った「あの大佐の言葉は、私た
ちを救うためだった」と…。

出席していたが、その中に、パラオ共和国の大使

1944年９月、米軍のペリリュー島攻撃が始

「フランシス・マリウル・マツタロウ」氏がいた。

まった。米軍の戦力は、94万2千人、他、戦車、

私は、懇親会の席で大使に近寄り挨拶をした。
「私

戦艦、戦闘機等、約100倍の戦力であった。しか

は、パラオと日本の歴史を勉強して、パラオが大

も、この部隊は米軍でも最強と謳われた海兵隊で

好きになりました」
と言うと、大使は、
「勉強した

あった。

のですか？」と大喜びでした。

日本軍は訓練が行き届いていて、日本兵の銃撃

以下、
パラオ共和国と日本の歴史を綴ってみる。

はほとんど命中した。夜になれば、日本軍は夜襲

1919年、パラオ共和国はドイツ領から日本の

をかけた。米兵は、神出鬼没の日本軍を恐れ、精

統治へと変わった。ドイツの統治は植民地として

神錯乱に陥る者も出てきた。そして「我々は、ど

の統治であったが、日本の統治は全く違った。多

んな敵と戦っているんだ」と恐怖した。遂に、米

くの日本人がパラオに移民し、まず、学校を建設

軍最強の一個小隊は全滅してしまった。

し教育を施した。また、医療施設を建て、道路を

しかし、１か月半も過ぎると、食料も水も弾薬

整備した。日本人はパラオ民族を差別することな

も尽きた。後は為す術もなく、日本軍は敗れた。

く、対等に扱い、友人として仲よく暮らしていた。

当初、米軍司令官は「３日で制圧する」と豪語し

やがて、第二次世界大戦が勃発し、戦火はこの

ていたが、日本軍は良く耐えて73日間も持ちこた

小さな島にも迫ってきた。

えた。

この島を護っていたのは、水戸第二連隊の約

疎開していたペリリュー島民が島に帰ると、そ

１万人の軍隊であった。米軍との戦いに備え、彼

こには日本兵の死体が散乱していた。彼らはそれ

らはペリリュー島に500もの洞窟を掘った。

を見て、驚き、泣きながら、全ての日本兵を丁寧

パラオ島民は日本軍の隊長中川州男大佐に言っ

に葬った。

た「一緒に戦わせて下さい」この申し出に対し、

戦後、独立したパラオ共和国は大変な親日国家

中川大佐は「帝国軍人がお前たち土人と一緒に戦

となった。多くの国民が日本人のような名前を付

えるか」と激高し断った。パラオ島民は「友達だ

けたがった。国旗も、
「水色の地に黄色い丸」
とし

と思ったのに、勘違いだったのか？」
と悲しんだ。

た。これは、日本の「日の丸」という太陽に照ら

そして、日本軍は、主戦場になるペリリュー島の

されたパラオは「洋上に浮かぶ月」である、とい

島民を強制疎開させた。

う意味である。また、月を表す丸が中央では「日

島を離れるときペリリュー島民は「日本人は誰

本に対して失礼」ということで、中央より左にズ

も見送りに来ていない」と肩を落とした。ところ

レている。パラオの国旗は日本に対する敬意を表

が、船が島を離れると、岩陰に隠れていた、日本

した国旗である。

兵が姿を現し、共に謳った歌を歌いながら手を
振っている。中央には中川大佐が笑顔で手を振っ

（県人会理事：㈱中央セレモニー代表取締役）
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台場の桜と故郷静岡への想い
副会長

亀山
県人会創立120周年、誠におめでとうございま
す。

千広

として多くの競技が行われますし、さらには、国
家戦略特区の候補地としても大いに注目を集めて
います。

昨年、前理事長の佐野様よりお声かけをいただ

韮山の、そして静岡の偉大な先輩が礎を築いた

き、副会長を務めさせていただいております、フ

台場が、今後ますます発展するともに、そのお台

ジテレビの亀山千広と申します。

場と深い縁のある静岡県も、それに伴ってあらた
めて注目されることは間違いありません。

私は三島市の出身で、県立韮山高校卒業です。
一昨年、静岡が誇る富士山が念願の世界文化遺産
に登録されたのに続き、
韮山にある反射炉も昨年、

昨年、ひょんなご縁で「江川文庫収蔵館建設の
発起人に」とお声かけいただき、今回またこうし

「明治日本の産業革命遺産」
の構成資産の一部とし

て静岡県人会の副会長を拝命するなどが続いたこ

て推薦され、今年の正式登録が大いに期待されて

ともあり、なんとなくですが、個人的にも会社的

いますが、
この韮山反射炉の建設に携わったのが、

にもご縁がある私の故郷、静岡へ、そろそろ何か

皆様もご存知の、江川太郎左衛門英龍＝江川担庵

恩返し？をすべき、人生のタイミングが来ている

です。

のかな…と、そんなことを、60年前に韮山の中学

品川台場を築造したことでも知られる担庵公
は、わが母校韮山高校の学祖でもありまして、つ

生らが植樹した第三台場（台場公園）の桜を眺め
ながら考える今日この頃です。

まり私は、担庵公ゆかりの学校に学び、そして今
は担庵公が築かれたお台場にある会社で働いてい
ると、そういうことになります。

このたびは県人会創立120周年、あらためてお
祝い申し上げます。
微力ながら尽力する所存ですので、どうぞよろ

フジテレビがお台場に移転した1997年当時

しくお願いいたします。

は、本当に寂しいエリアで、広大な空き地ばかり
でした。その時私が制作していたドラマ「踊る大
捜査線」の脚本で、湾岸署の呼び名を“空き地署”
としたくらいです。
そんなお台場も今や東京を代表するスポットの
ひとつに成長しました。
来る2020年の東京オリンピック・パラリン
ピックでは、お台場を含む臨海地区がメイン会場
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かめやま ち ひろ

亀山千広 profile
1956年三島市生まれ。1980年早稲田大学政経学部卒業。
1980年株式会社フジテレビジョン入社。2001年同社編成制作局長。
2010年同社取締役映画事業局長。2012年同社常務取締役。株式会
社フジ・メディア・ホールディングス取締役（現任）。2013年 株式
会社フジテレビジョン代表取締役社長（現任）。

静岡県人会に入会して
バーベキュー愛好会世話人

神間

達博

私が静岡県人会に入会したのは丁度40歳に

人会のバーベキューっていつからあったんです

なった時。人生80年の折り返し地点だと感じ、同

か？」
「バーベキューに参加してみたいです」とコ

じ故郷を持つ皆様と「静岡」の輪で何かしら交流

メントを寄せてくれたり、
「若手が県人会を盛り立

を持ちたく入会しました。

てようって言うのであれば協力するよ」と賛同し

当時はインターネットで「静岡県人会」と検索
しても、平河町にある「都道府県会館」と海外の

てくださったりと、お陰様で結構楽しく活動させ
ていただいております。

静岡県人会のページが表示されるくらいで、どこ
に問い合わせて良いのかさっぱり分からない状況
でした。そこで私は静岡県庁に電話して「東京に
は静岡県人会はないのでしょうか？」と連絡先を
聞き出し、入会に至りました。
静岡県人会に入って感じたことは、親子ほど年
の離れた先輩方が対等に接してくださり、日常の
中で出会う人たちとは違った視点で交流し活動で
きる場であるということです。

これまで3回開催し、27名、41名、46名と徐々に参加者も増え
て参りました

新しく入会された方は、県人会のイベントに参
加していろいろな方たちと交流されてみたら良い
と思います。参加者全員が「ふるさと静岡」を愛
し懐かしむ気持ち、同郷人を受け入れる気持ちで
参加されていますから、他にはない居心地の良さ
がここにはあると私は感じています。また、でき
ることなら自分で県人会のイベントを企画して活
動されてみても面白いと思います。私も2年前に
バーベキューを企画し、現在世話人を務めさせて
いただいております。facebookやホームページで
開催を告知したところ、アクセスされた方が「県

バーベキューに参加した浜松西高の同級生・後輩達と撮影
（右から2人目が私）

profile
昭和44年、引佐郡引佐町井伊谷（現在の浜松市北区）に生まれ、浜松
西高校、東京電機大学理工学部経営工学科を卒業。大和証券、SMBC
日興証券を経て、現在は独立系ファイナンシャル・アドバイザーとし
て個人富裕層、
法人の資産運用と節税対策、
相続対策などを行っている。
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陸前高田市で
四年目の冬を迎えて
陸前高田市副市長

久保田

崇

静岡県人会の皆さん、こんにちは。掛川市出身

はあまり知られていませんが、今後大きな地震が

の38歳の私は現在、東日本大震災で壊滅的な被害

予想される静岡県人にとっても他人事ではありま

を受けた岩手県陸前高田市の副市長を務めていま

せん。

す。

政府の中央防災会議は東海地震について、東南

前職は内閣府の官僚で、10年間霞が関の官庁で

海地震（1944年）で歪みが解放されず、安政東

働いてきました。大震災後に休暇を取ってボラン

海地震（1854年）から150年以上、大地震が発生

ティアに入ったのが縁で、同市の戸羽太市長から

していないため、相当な歪みが蓄積されていると

「陸前高田のために力を貸してほしい」
と言われ、

しています。

悩みながらも「自分の経験が少しでも被災地のお

東日本大震災では、積極的な避難行動の差が生

役に立てるのであれば」とお引き受けしました。

死を分けました。災害を想像したくはありません

2011年８月より赴任して以来、積雪の多い岩

が、東北を教訓とし、故郷静岡の災害を防ぎ、減

手県で４度目の冬を迎えました。
人口24,000人に対し1,800人近くが犠牲にな
るなど、岩手県で最大の被害を受けた陸前高田市
には、静岡県からも、静岡県警による捜索・救助

じるために私たちにできることは何か。改めて、
考えたいものです。
結びになりますが、創立120周年を迎え、静岡
県人会の益々のご発展を祈念いたします。

活動、静岡県ボランティア協会や東日本大震災掛
川市民の会などによる被災地支援ボランティア等
でお世話になっています。
会員の皆様の中にもこうした活動に関わってい
ただいた方もいらっしゃると思います。この場を
お借りして御礼申し上げます。
被災地では現在、土砂搬出用の巨大ベルトコン
ベアの稼働や多数のダンプカーに象徴されるよう
に、復興は進んできましたが、建設時に市内に
2,200世帯ほどが暮らしていた仮設住宅に、2014
年11月末時点でいまだ1,730世帯、4,200人を超
える市民が引き続き暮らしています。
関係者の懸命な努力にかかわらず、震災から４
年間たってもこの状況であることは、東北以外で
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高台移転造成地からの土砂運搬用のベルトコンベヤー専用つり
橋「希望のかけ橋」。奇跡の一本松も遠くに見える。

profile
1976年静岡県掛川市生まれ。京都大学総合人間学部卒、2001年内閣
府入府。ニート対策を内容とする「子ども・若者育成支援推進法」の
制定等に携わる。英国ケンブリッジ大学経営学修士（MBA）。主な著
書に「官僚に学ぶ仕事術」
（マイナビ新書）
「キャリア官僚の交渉術」
（ア
スコム）等。2011年８月から陸前高田市副市長に就任。

故郷との絆
私は終戦の年、昭和20年に榛原女学校に入学、
6年後に榛原高校2回生で卒業いたしました。

多々良

節子

ん掘り起こされ、その才能ぶりに驚きました。
その一つが坂本竜馬を斬った男「今井信郎」のこ

それから40余年、同期の方から、還暦を記念し

とです。初倉村長、榛原郡長を経て、地域の教育

て文集を作りますと呼びかけて頂き、
「父への憶

文化に大きく貢献し、我が榛原高校の草創・堰南

い」と題する拙い文を送りました。還暦記念文集

学校の設立にも私財をなげうつなど深く関わって

「榛南行路」
と名付けられた本が届き、恩師６人の

いたということもわかりました。

玉稿と76名の同期生の懐かしくも心温まる思い

塚本様は一昨年「旭日双光章」の叙勲を受けられ

が、生き生きと綴られていました。

ました。

「光陰矢の如し」
、それから17年、喜寿を祝って

同じく初倉出身の作詞・作曲家柴田良一先生
（榛

再び文集のお誘いを頂き、投稿いたしました。暫

高4回卒）
、あの有名な藤田まさと先生の高弟でも

くたって喜寿記念文集
「ともに昭和平成を生きて」

いらっしゃいます。私は柴田先生のご支援を頂い

と題する恩師お三方と、50名の同期生の思いが

て、都内北区の教育委員会管轄の生涯学習の場、

ぎっしり詰まった本が届きました。

赤羽文化センターに「カナリア会」という歌の会

そしてつい最近、
「米寿には早いので、高校卒業
65周年を記念して、３回目の文集を出すことにな

を立上げ15年になりました。毎週一回通い、私の
生き甲斐となっています。

りました。私たちは今や八十路の旅人となりまし

その柴田良一先生（全国大衆音楽理事長）は、

た。還暦、喜寿の節目に文集を編み、互いの生き

郷里に貢献されたことが認められて「静岡県知事

方に啓発され、多くの心の糧を分かち合うことが

表彰」を、つづく昨年、永年音楽文化に貢献され

できました。更に齢を重ねた今、自らの来し方を

たことが認められ、
「文部科学大臣賞」
を授与され

振り返り、文集の形にして留め置きたい」という

ました。
（写真は受賞記念祝賀会にて）

同期生有志の声に私も賛同したのです。

まだまだ故郷にまつわる人々のお話は尽きませ

私は初倉村（現在の島田市）に生まれ、故郷を

んが、私には、故郷は遠くに在りて思うものでは

離れて60年を過ぎました。高校を卒業して2年ほ

なく、今でも尚、多くの方々との交わりを頂き、

ど、母校の小学校で助教諭を勤めたお蔭で、先輩

支えられていることを幸せに思い、感謝いたして

の先生方の集まり「初女会(はつめかい)」に入れ

おります。

（島田市出身）

ていただきました。遠く離れて暮らしていても、
旅行やお食事会に今でもお声をかけて下さり、帰
郷する時の楽しみを味わっています。
折々の故郷の便りをくれる友、夏の終わりには
丹精の梨、春ともなれば新茶を送ってくれる同級
生、何十年たっても変わらない故郷の絆は、私に
元気を送ってくれます。
初倉に在住の塚本昭一様（榛高5回卒）より、
故郷初倉の歴史や文化をまとめられた名著を何冊
か頂きました。この地での隠れた逸話等がたくさ

受賞した柴田良一先生（中央）と、妹の望月妙子（左）
・私（右）。
いずれも静岡県人会会員。
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東京–三島往来雑感
東京静岡県人会創立百二十周年おめでとうござ
います。

GALLERY エクリュの森代表

田村

燿子

ている。また、大阪の山口哲司さんは、展示会中
に観た富士山が忘れられないと、その後取材に来
て23枚もの作品を作り、結果、その作品でイタリ

美術の仕事を始めてから東京での仕事が増え、

アのボローニャの絵本原画展で入選を果たした。

東京に居ることが多くなった。とは言え地元の三

鎌倉在住の中西和さんも、企画展の合間に、日大

島市にはギャラリーがあるため、東京と三島を

前の銀杏並木や龍澤寺を描き、計８枚の三嶋葉書

行ったり来たりする生活である。最初はどうなる

が仕上がった。

かと思ったが、点と点を繋ぐことで新たな人間模

富士山と清流に恵まれた三島は、訪れる作家達

様も生まれ、又帰るたびに地元を新鮮に感じるよ

のクリエイティビティを刺激する、ミューズのよ

うな旅人のような感覚が生じてきて、この生活も

うな町ではないかと少々誇らしい思いだ。そんな

悪くないと思えるこの頃である。

作家達の思いに敏感なのは、私自身も同じように

東京で
「静岡県の三島です」
というと、十中八九

三島に「やってくる」瞬間があるからだろう。

「いいところですねぇ」
と言ってもらえる。東京で

一か所に根付いて暮らす素晴らしさは十分認め

はアートフェアや百貨店などで展示会を催したり

つつ、縁あって東京と三島を往来しているこの

一般企業の企画アシストをしたりしているが、い

日々においては、そうだからこそ出会える方たち

ずれの場面でも、私共ギャラリーが静岡県の三島

との交わりの中で感じることを大切にし、粛々と

にあることが先方に何らかの情趣を与えているの

自分のするべきことを進めていければと思う。

を感じる。一方、三島でも「東京で展示をしてい
る作品がこうして気軽に
見られるなんて」と喜ん
でもらえて、東京という
場が目の前の作品に関係
する楽しさがあるようだ。
写真家の森山大道さん
は、２年ほど前に当ギャ
ラリーで個展をした際の
トークの中で「三島は、
特に川ですけど、川の風
景に懐しさを覚えるとい
うのか、記憶が戻ってく
るのがすごくうれしくな
りました」と語り、その
後のお便りの中にもしば
しば三島のことが書かれ
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ママ達の想いが
市民・行政・企業・支援団体を
つなぐ
企画会社ディレクター
中山

綾子

2014年10月10日、静岡県東部のママ・パパ・

分以下になる「消滅可能性都市」と位置づけられ

祖父母が赤ちゃんに贈ったラブレターが、
詩集
『ト

た自治体が県に11あり、内９つが県東部だったの

ツキトウカSHIZUOKA EAST』となって誕生しま

です。赤ちゃんとの時間に追われ悩みを抱えたマ

した。もともと「トツキトウカ」は、2001年に

マやパパに、同じ地域の先輩ママ・パパの声を届

音楽会社のエイベックスがスタートさせたプロ

け、実際の交流に一歩踏み出すきっかけを作りた

ジェクトで、書籍のほか、葉加瀬太郎さんとコラ

い。この地域課題が原動力となり、賛同するママ

ボレーションしたCD、横浜市との共催で８年目を

達が、主体的に作品投稿を呼びかけ、企業協賛の

迎える『トツキトウカ横浜』など、ママたちの想

依頼に動き、ついに県東部全市町が母子手帳との

いをさまざまな形で広めてきました。私は（株）

詩集配布を快諾する一大プロジェクトになりまし

IPシンフォニーという企画会社で、トツキトウカ

た。詩集発行記念イベントでは、約1600人が集

の事務局として企画進行をしています。

まり大盛況。プロジェクトを支えてくれた「ママ

地元の大親友から、県東部の子育て情報サイト
「ママとね」を紹介され、地元で「トツキトウカ」

とね」の実行委員ママ達と、その家族には感謝し
かありません。

が作れたら良いよね！と盛り上がり始動した静岡

この地域で産み育てることが幸せ、当事者がそ

東部版のトツキトウカプロジェクトですが、企画

う思えるムードこそがいまの時代に必要なものだ

を詰めていくにつれ、この活動の必要性を確信し

と思います。これからも東京も静岡もなく、自治

ました。静岡県は、人口の転出超過が北海道に次

体の枠を超えてママたちをつなぐしくみを作るこ

いで全国ワースト２。さらに、子どもを産む中心

とで、地元に恩返しできたら嬉しいです。

である20〜39歳の女性人口が2040年までに半

（三島市出身 東京都在住）

◦お問合せ：ioio@e-cube.com
実行委員ママとでき立てのトツキトウカ
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富士宮を世界へ

クルーズコンサルタント

藤野

瞳

＊ 県人会との出会い ＊ 私は生まれも育ちも

が流れる富士宮は他の観光地と違い、住むことで

富士宮です。幼い頃から海や海外に興味を持ち、

本当の良さがわかります。美しい「表富士」の眺

小学生の時にテレビ静岡主催
「洋上テレビ寺子屋」

め、自然や湧き水、山海の豊富な食、温暖な気候、

で初めての海外クルーズを体験しました。中学高

周辺観光地や東京までの便利なアクセス。そして

校時代は週末や連休に清水のヨットスクールに通

何より人の心を「ほっこり」温めることができる

い、英国セーリング教育の海洋インストラクター

県民性。世界文化遺産の町となった富士宮を、軽

として小中学生を育成。大学で上京し、海外ヨッ

井沢のような“別荘地”としてブランド化し、住

トクラブとの交流や海外クルーズの洋上インスト

んでいただくことで長く愛される富士宮を英国中

ラクターを経験。その後旅行業界を経て資格取得

心に世界へPRしていきたいのです。

したのち、クルーズコンサルタントとして銀座で

富士宮と英国との関係は、初代英国公使である

独立しました。現在は東京を拠点に業界の動向調

オールコックが1860年に外国人として初めて富

査や国内外の新造船取材など、海と船の楽しさを

士山登頂をしたことから始まります。私の出身校

広めるためにさまざまな活動をしております。

である県立富士宮西高校ワンダーフォーゲル（登

2012年、クルーズ本拠地の英国で「エリザベ

山）部は全国大会優勝の実績を買われ、ロンドン

ス女王即位60周年記念ダイヤモンド・ジュビリー

オリンピック／パラリンピック競技大会の成功を

イベント」が行われました。テムズ川には世界中

祈願して行った富士山登頂に英国大使館関係者の

から船やボート1000隻が集まり壮観な光景。そ

サポート役として同行しました。地元の小中高生

してタイタニック号が出港したサザンプトンで

対象に特別講座を開催するなど、富士宮と英国の

は、キュナード・ラインが運航する女王船３隻が

交流は150年以上続いており、私も静岡–東京–英

集結し「ロイヤル・ランデブー」を体験しました。

国を繋げることで地域の発展に貢献したいと思っ

英国で日本人と出会うのなら静岡人とも話をした

ています。

いと思い、その時見つけた団体が英国静岡県人会

世界文化遺産やオリンピックが決まってから、

でした。
のちに東京にも静岡県人会があると知り、

静岡の質問をされる機会が増えました。私自身ま

故郷を離れても応援し合うという趣旨に共感致し

だまだ知らないことが数多くあり、勉強の日々で

ました。この度、伝統ある静岡県人会とご縁がで

す。小さな発見や興味をきっかけに、静岡を好き

きたこと、とても嬉しく思っております。

になってくれる人が増えることを願っております。

＊ 私の夢 ＊ 一名「富士の宮もと」富士宮は

本業がクルーズという限られた世界であるた

これまで地味な存在でしたが、富士山世界文化遺

め、これまで関係者以外と交わる機会がほとんど

産が決まり、少しずつ注目を集めてきました。旅

ありませんでした。今後は、静岡県人会を通して

行面では、清水～富士宮コースや富士山周遊コー

多方面でご活躍の皆様に学ばせていただき、ゆく

スが登場。クルーズは清水港に立ち寄る客船も増

ゆくは皆様のお役に立てる人材になれればと思っ

え、外国人観光客が目立つようになりました。

ています。

私には夢があります。静岡県には、旅館数など
250以上の日本一がありますが、ゆっくりと時間
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会の活動において、皆様とお会い出来る日を楽
しみにしております。

花・人・心

相談役

村松

文彦

花は人の心を癒し！ 心を伝えます！ そんな

海外からも多くの方々が花を見に！ 遠くは北海

夢を皆様にお届けしたく、花業界に入りました。

道まで来られています！ なぜこの風光明媚な静

今、なおその気持ちは変わらず、いろいろな場面

岡県、富士山とともに花を、今以上に県民の皆さ

で花コーディネートをさせて頂いております。

んに楽しさを知って頂き、本県に生まれ育って花

先日も、徳島県大麻町での村おこしイベントで

の大好きな県民性を作っていきたいと思い、10年

花いけライブ、神戸倶楽部にて講演・デモンスト

前から浜名湖花博のときに結成した花業界会員の

レーション、そして上野・湯島の旧岩崎邸にて作

声により、ＮＰＯ法人
「花咲くネットワーク会議」

品展・講習会・デモンストレーション、日本橋三

が立ち上がりました。

越・ライオン口装飾、小・中・高学校に授業等の

地産地消と花育、地元からデザイナーを発掘し

講習、ライブハウスにてジャズミュージシャンと

ようと私が実行委員長を拝命させて頂いておりま

コラボで大作をデザインと……。花を絵画や音楽

す『ジャパンフラワーオープン』は、世界でもあ

と同じように文化にしたく活動しております。

まり例のないハンギング、コンテナー、フラワー

静岡県は気候的にも花の生産に適しており「東

デザイン３部門のコンテストです。今年は５月30

部：マーガレット、クレマチス」
「中部：バラ、ト

日・31日に三島市にて、第６回を開催する予定で

ルコキキョウ」
「西部：ガーベラ、枝物」等と有数

す。

の花の生産地なのですが、消費はとても低い位置

将来は、世界中から競技者・応援の皆さまが集

にあります。もっと県民の皆々さまに花の素晴ら

まる大会にしようと、実行委員一同頑張っていま

しさ・楽しさを感じて頂き、子供達の教育の中に

す。是非、静岡花パワーを見て頂きたいと思いま

も花を育てる素晴らしさを取り入れ、地域や家庭

す。（
『ジャパンフラワーオープン』実行委員長）

を快適な環境づくり花で（？）取り組むべきと考
えます。
一昔前よりフラワーツーリズムが盛んになり、

「旧岩崎邸作品展」より
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既に46年、
まだまだ続けるぞ!!
…毎月一回の定例同級会（交友会）…
島高金曜会世話役

の渋い皺にまみれ、しみの多い顔となったし、ま
たメンバーの全員が後期高齢者となった。

渡邉 順彦
鈴木 章夫
萩原 紫朗

メンバーが入学した当時は女子が圧倒的に多数を

月例の同級会、その飲み会の名は島高の「金曜

比率で測れば２対１位だったであろうか。それだ

会」
。昭和43年夏、渋谷のとある小さなホテルに

けに男子生徒は、同学年は当然のこととして上級

集まった東京近辺在住のメンバーは10数名で、第

生・下級生との関係も密であったといえようか。

１回の記念すべき同級会が実現した。それ以前、

その意味で卒業後10数年経過しての金曜会の発

男同士では不定期に、しかも、ほんの数名のメン

足も必然的であったのかもしれない。

旧制県立島田高等女学校を前身とする母校は、
占め、男子はその陰に隠れて小さくなっていた。

バーでの飲み会はあったが、正式な集まりはその

金曜会約46年、その間、同級の女性に声をかけ

時が初めてであった。飲み会の名前を「金曜会」

たり、恩師を招いたり、さらに妻子同伴の家族会、

と決め、毎月１回、出席者の都合に合わせて開催。

一泊の旅行会、帯祭りには島田に帰ってお祭りを

メンバーに若干の出入りはあったものの以来今

楽しんだり…と想い出には限りがない。いずれの

日までの約46年間、毎月１回の金曜会は継続して

同級会でも同じように、金曜会での集まりも、会

きた。その秘訣は、当日乾杯後にまず翌月の都合

えば気持ちは童顔の当時に戻ってしまう。同じ顔

の良い金曜日を確定させて集まることとしたから

が集まり、全く利害を伴わない“いなかの話題”を

だ。一年12回として約46年間、計算した延べ回

交えた、その時その時の世間話の繰り返し。くっ

数はおおよそ550回にもなる。今ではできるだけ

たくのない集まりなのだが、お互いに気持ちの上

多くのメンバーが出席できる日を開催日とする融

でなんの負担もなく、気楽で隠し事ができない集

通のきく日程になった金曜会、途中、数回の延期

まりだけにその楽しさは倍加する。

があったにせよ、メンバー自身、驚くべき回数を
重ねたことに懐かしさを感じ、また、不思議がる。
メンバーは全員が県立島田高等学校を母校とす
る島田市とその周辺出身の卒業生である。

だから46年間も続けてこられたとお互いに確
信している。
島高の金曜会、
今は代々木駅近くのスナック
「晩
餐館」を会場としている。

春４月、大井川河畔の土手の桜並木は満開の桜

近頃は体調不良や健康の話題が多くなった。血

花をそよがせ、それを守るかのように高くそびえ

糖値が高い、尿酸値が高い、肝臓の数値が悪い、

る松並木の一群は、これを眺める者をして、瞬時

不整脈だの高血圧だのと愚痴は多いが、それでい

に一幅の絵を想起させる。そんな風光明媚な河畔

て酒量が減ることはない。
体調不良は単なる話題、

の土手沿いにある木造の学び舎は愛称「土手高」

喜ばしいことに、酒の肴にすぎないようだ。宴会

と称されている静かでそして暖かな校舎だった。

の最後はいつも「カラオケ」で締める。あと何年

メンバーはその時期に入学し、そして昭和30年、

続くだろうか。ひょっとしたら永久に続く…あり

同31年に卒業した者が中心である。当時は厳格な

得ないか。でも、メンバーの気持ちは「永久に続

学区制により、市内ならびに大井川鐡道沿線の川

く誼」である。小さな同窓会、否県人会ともいえ

根町地区で、普通高校進学志望の男子は、親の力

る毎月１回の定例島高の金曜会が46年間続いた。

で寄留地まで移転するか私学に志望しない限り、

もちろんこれからも続く。

みんな島高に進学した。卒業後約60年経過した現
在、童顔だった初顔合わせのそれぞれは老人特有
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胸を張って思う。静岡県ひろしといえども他に
例をみないだろうと…。金曜会万歳！！

会員

紹介

Inte

rvie

人に感動してもらう仕事だから、
精魂込めて
相談役

石丸

彰彦さん

TBSプロデューサー石丸彰彦さんの故郷は、伊
東市宇佐美です。昨年10月に、超多忙の中、貴
重なインタビュー時間をいただきました。石丸さ
んの想いを、力及びませんが、お届けしたいと思
います。
少年時代は、水泳で全国一番を目指す活発な少
年でした。
「夢はかなえるもの」
という想いを胸に、
韮山高校１年の時に、高校の先輩である亀山千広
氏（現・フジテレビジョン代表取締役社長「踊る

TBSドラマ「とんび」の番組宣伝用ポスターなどに使用された
写真。沼津市の牛臥山公園で撮影され、ドラマの撮影も行われた。

大捜査線」等プロデュース）の講演を聞き、ドラ
マプロデュサーになるという ｢人生の扉｣ が開
かれました。

「先日、幼馴染の友人から『今日も宇佐美の海は
綺麗だよ。
』とメールで写真が届きました。何故

「人に感動してもらう（想いを届ける）仕事です

か涙が溢れました。僕には素敵な幼馴染が多いん

から、精魂込めて、とことん創ります。１カット

です。宇佐美は『ただいま』と言える大事な場所

１カットに魂を込め、納得して、皆様にお届けし

です。東京は折り返し地点、将来はゴールの宇佐

ます。毎回、もうちょっと、もうちょっとと思っ

美にもどるでしょうね。
」

て創っていますが、一度だけ満足しました。
『JIN
－仁』part２完結編の最終回です。もう『これ以

「世界の中心で愛をさけぶ」
「白夜行」
「華麗な

上は創れないな』
と……。それからは
『JIN〜仁〜』

る一族」
「ROOKIES」
「Mr.BRAIN」
「JIN－仁」
「南

が僕のライバルです。
」

極大陸」
「とんび」等の数々のヒットドラマを手
掛けてきました。
「JIN－仁」は、世界88カ国で
放送され、
国内外で50以上の賞を受賞されました。
手掛けたドラマの中には「故郷静岡の風景」がた
びたび登場します。才能の限りをつくした努力、
故郷と友を大事にする心、哲学をもったドラマ創
りのプロから、これからも眼がはなせません。
（一般社団法人静岡県人会ホームページから編集転載）

TBSの社屋
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本部行事報告

静岡県人会平成25年度臨時総会・
平成26年新年祝賀懇親会
於ハイアットリージェンシー東京
平成26年２月６日（木）ハイアットリ－ジェン

同初笑いをさせていただきました。

シー東京にて、109名の参加のもと、臨時総会・

引きつづき、昨年９月以後に入会された27名の

新年祝賀懇親会が開催され、一般社団法人化に向

新入会員の紹介、ステージでは、寺沢豊行会員が

けての新しい年の始まりを盛大に祝しました。

学生時代のキャリアーを生かしたマジックを披露

第１部臨時総会では、議長・川合正矩会長によ

してくださいました。どうと言うことない紙切れ

る議事進行にて、佐野義矩理事長（現・相談役）

が１万円札に変わったのには歓声が湧きおこり、

からの説明をうけ、下記の議案がすべて承認され

会場内は拍手喝采に包まれました。

ました。

新春恒例お楽しみ抽選会では、静岡県ゆかりの

１．一般社団法人静岡県人会定款の承認の件

品々はじめ、宿泊券・ディナー券・カメラ・商品

２．理事候補および監事候補の承認の件

券・図書券等々の豪華な景品が全員に当たり、大

３．静岡県人会財産の一般社団法人静岡県人会へ

変に盛り上がりました。景品のご提供をいただい

の寄付の承認の件

た名誉会長・会長・理事長はじめ役員・法人賛助

第２部新年祝賀懇親会は、川合会長の年頭挨拶

会員の各企業・有志の皆様、誠にありがとうござ

に続き、川勝県知事からのご挨拶を伊藤静岡県東
京事務所長が代読されて開会しました。司会は稲
川貴之常任理事（現・顧問）が務めました。

いました。
大詰めは平木章子会員とヴォーカリスト・鈴木
重子会員のリードにより全員が心をひとつにして

渡邊順彦副会長の乾杯発声により祝宴が始ま

「静岡賛歌」
を大合唱し、永田義博相談役の三三七

り、歓談・食事を楽しみながら、会員間の交流を

拍子でお開きとなりました。満開の笑顔が平成26

深めました。宴もたけなわの頃合い、８名の国会

年の幕開けを飾る、大変に楽しいひと時でござい

議員の皆様からご挨拶がありました。特に宮沢博

ました。

行先生による遠州弁での国会状況のお話には、一
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静岡県人会平成25年度総会・
一般社団法人静岡県人会創立総会・懇親会
於ハイアットリージェンシー東京
平成26年７月７日七夕の宵に、第１部
「平成25
年度静岡県人会総会」及び「一般社団法人静岡県
人会創立総会」
、第２部「懇親会」が、ハイアット
リージェンシー東京にて103名の参加により盛大
に開催され、記念すべき一般社団法人化の門出を
祝いました。

しい会話と笑顔の花が咲き、交流の輪が広がりま
した。
ご列席くださった11名の国会議員並びに秘書
の皆様からもご挨拶を頂戴しました。
引きつづき、本年２月以降に入会された24名の
新入会員の紹介があり、代表として秋元久雄相談

川根茶のウェルカムティーの粋なおもてなしで

役、書家の石川香雪会員が抱負を語られました。

和やかな雰囲気に包まれる中、佐野義矩相談役の

ステージでは、懐メロの女王・法城みすずさんが

開会のことば、大須賀静岡県副知事からご挨拶を

美しい日本髪のお姿で、艶のある歌声をご披露く

賜り、会長川合正矩、新理事長森嶋正の挨拶で開

ださいました。また、川根本町役場産業振興課、

会しました。

静岡県茶業会議所、磐田市、静岡県東京事務所か

総会は、議長・川合会長による議事進行、森嶋

らブース出展のご協力をいただき、静岡県の素晴

理事長及び中村理事による議案説明と報告があ

らしさを再認識しました。さらに、協賛会社から

り、下記の議案は全件承認されました。

はアルコール飲料・清涼飲料類のご提供をいただ

「平成25年度静岡県人会総会」
１．25年度事業報告・収支決算報告の承認の件
「一般社団法人静岡県人会創立総会」

きました。
お開きの前には、恒例の『静岡賛歌』を平木章
子会員のリードで大合唱し、鈴木啓介相談役のご

１．
一般社団法人静岡県人会の設立状況報告の件

発声による万歳三唱で、皆の心は一つになり、
「こ

２．平成26年度事業案・予算案承認の件

れからも会員間の親睦をはかり、故郷・静岡県の

３．理事１名選任の件

発展のために寄与していこう」という熱い気持ち

懇親会は、渡邊順彦副会長による挨拶と乾杯の

をお土産にして、一同帰路につきました。

発声で始まり、稲川貴之顧問の司会進行の中、楽
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ふじのくに交流会
菊薫る平成26年11月14日、夕刻から、今年も、
ふじのくに交流会が開催された。

於ホテルグランドパレス
君塚氏は、東日本大震災の際に自衛隊の統合運
用史上最大となる10万人規模からなる陸海空統

第一部『“ふじのくに”静岡の新たなる挑戦』で

合任務部隊の指揮官を務め、その後、陸上幕僚長

は、まず、一段と精気あふれた川勝知事の県政報

に就任した。本年６月より、本県の危機管理担当

告、次いで静岡県補佐官（君塚栄治氏および東郷

補佐官に就いている。｢大規模災害への責任ある

和彦氏）の講演があった。

備え〜東日本大震災の教訓から〜｣ と題し、自然

知事の熱い想いを伝えることは難しいが、以下
のような内容であったろうか。お二人の有能な方

災害の恐ろしさ、避けがたさ、自助・共助の組織
化と現実化の重要さついて講演をされた。

に、補佐官に就任していただいている。今日は講

東郷氏は、2002年外務省退官後、国内外の大

演をしていただく。富士山世界文化遺産登録に続

学で研究を積まれ、教鞭をとられた後、2011年

き、静岡の茶草場農業遺産、南アルプスユネスコ

から、本県の危機管理担当補佐官に就いている。

エコパーク、和食ユネスコ無形文化遺産が登録さ

長年の外務省勤務・外交官の経験を踏まえ、
「日本

れ、2015年には韮山反射炉が「明治日本の産業

を取り巻く国際環境とふじのくに外交」と題し、

革命遺産」としての登録を目指している。県には

国の外交の現状分析、県と多くの国との外交の中

優秀な人材が多数居り、和食文化遺産の登録はじ

でも、モンゴル国との外交は国の外交と言っても

めSPAC-静岡県舞台芸術センターその他文化面で

良いほど素晴らしいこと、知事が提唱された ｢富

活躍し、日本一豊富な農産物、海産物は、
「和食」

国有徳｣ の県作り精神は、故小渕総理が賛同され

文化にも大いに貢献している。天竜川上流の山を

た、国の理想でもある素晴らしい精神であること

崩した土を盛り、植林し自然を復活させる遊歩道

等他について、講演をされた。

を供えた津波災害対策の堤防を作り、山は住宅地

第二部は、県人会川合会長の乾杯の後、しずお

とする。新東名高速道路は県内のより内陸に位置

か銘酒コーナー、ご当地グルメコーナー、静岡の

し、
前倒しで開通しており津波災害を受けにくく、

食材を使った盛り沢山のホテル料理等を楽しみな

重要な交通網になるだろう。富士山空港は着々と

がらの歓談・交流となった。｢もの作り・食の都｣

利用者が増えており、オリンピックまでに空港の

コーナーでの美味新種イチゴ（きらび香）もやが

至近地に東海道新幹線駅を作りたい。等々、元気

て市販されるそうだ。

を頂く報告であったが、締めは
「2016年のサミッ
トを世界遺産の富士山と雄大な大自然の我が県に
招致したい。“浜名湖サミット”、開催環境は整っ
ている。
」であった。
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県人会会員も多数参加し、県人会ブースでは、
会員増強に努めた。
故郷静岡に、益々、魅力と期待を憶えた秋の夕
べであった。

（理事 中村アツコ）
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愛好会の活動

愛好会「オペラ鑑賞会」

世話人

平木 章子

「オペラ鑑賞会」
を立ち上げて今年で８年になり
ます。鑑賞したオペラの中には「ラ・ボェーム」
「蝶々夫人」
「椿姫」などありますが、2014年は
２月に藤原歌劇団記念公演、ロッシーニの喜歌劇
「オリィ伯爵」
（於：東京文化会館）
を鑑賞しました。
オペラはどちらかと言いますと悲劇的内容のも
のが多いのですが、記念公演というお祝いの意味
もあって喜歌劇での上演になったようです。丁度
望んでいた時期でもありましたがなかなか上演の
機会がありませんでした。と言いますのも、喜歌

文化会館において喜歌劇「ファルスタッフ」を鑑

劇は劇の進行や曲のテンポが速いということもあ

賞いたします。主役のファルスタッフ騎士を演じ

り、歌手は高い歌唱技術と演技が要求されるから

るのは県人会員（浜松市出身）牧野正人氏。この

です。

勝手で狼藉物のファルスタッフを嬲る役に光岡暁

なぶ

初めての喜歌劇鑑賞ということもあって、皆さ

恵さん。牧野さんは適役！ 歌と演技できっと楽

んに楽しんでいただけるかと心配したのですが、

しいオペラになるのでは！ と期待しながらおり

観終った皆さんの印象は「楽しかった！」
「面白

ます。

かった！」という感想と上気したお顔でした。出

さらに春には、4月26日（日）に ｢ラ・トラヴィ

演者は“挑戦のつもり”と。新聞評も、
「歌い手たち

アータ～椿姫～｣（昭和音大ホール「テアトロ・

はどこか嬉々としていた！」
と書かれていました。

ジーリオ・ショウワ」
）の鑑賞も予定しております。

さて、2015年の幕開けは１月24日（土）
、東京

会員の皆様、ご都合がつきましたら是非「オペ
ラ鑑賞会」にお出かけください！ お待ちしてお
ります。

オペラ「オリイ伯爵」舞台
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オペラ「ファルスタッフ」

SHIZUOKA KENJIN KAI

絵画愛好会

世話人

中村 アツコ

静岡県人会・文化教養部・絵画同好会としてス

した。先生も指導に大童でした。先生の叱咤激励

タートし、丁度10年を経た今年、来し方を振り

の甲斐あって、平成23年２月には、文藝春秋画廊

返ってみることからはじめます。

にて、作品展を開催することが出来ました。今と

静岡県人会に、本部・支部組織があった平成16

なっては、よくぞやったものだ!! と感無量です。

年10月に、本部事業として文化教養部が発足し、

絵画愛好会となってのち、高齢化、体調不良、

最初の同好会として、絵画同好会（講師は独立美

転勤など徐々に登録者は減少し、現在はホヤホヤ

術協会会員である森山杏子常任理事）がスタート

の新入会員１名を加えた４名が、ありったけの画

しました。その後、他の同好会は誕生しませんで

才を発揮すべく、活気あふれる森山先生の指導を

したから、最初で最後の同好会となったのです。

受け、頑張っています。

というのも、平成24年からは、愛好会の一つとな
りました。

第２、４火曜日15時から、秋葉原分室において
開催しております。色を塗っていると、ひととき、

同好会当時は10名を超える登録者があり、モデ

外の雑音は聞こえなくなります。何か描いてみた

ルさんをお願いしての裸婦像、野外スケッチ、ス

いという方の参加を待っています。勿論、画家を

ケッチ旅行等々が企画され、それぞれの個性あふ

目指す方も…。先生は、油、アクリル、水彩、パ

れる画風が展開され、教室は活気にあふれていま

ステル、鉛筆（？）なんでも教えてくれます。
四者四様の力作をご覧下さい。
愛孫

折鶴蘭とうさぎ

習作

昭和記念公園
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愛好会の活動

囲碁愛好会
静岡県人会創立120周年にあたり、心よりお祝
いを申し上げます。

世話人

岡田

淳

どは韓国や中国の台頭が急で、日本は劣勢に立た
されていました。しかしここに来て、若手棋士を

世話人の岡田淳より、囲碁愛好会のご紹介をい

中心に日本本来の実力を発揮しつつあり、今後が

たします。当会は日本棋院棋士５段伊藤義夫先生

非常に楽しみです。学校教育の場でも、囲碁の時

が、われわれ囲碁愛好会員相手に、３面打ち、４

間を取り入れる所が増えつつあるようです。囲碁

面打ちで指導してくださっています。それ故、出

文化を世界に広げましょう。

席者全員が教えていただけることになります。先
生は御高齢にもかかわらずお元気で、我々アマ

開催日時：通常は、毎月最終土曜日午後２時～５

チュア相手にも真剣に（ある程度？）対局してく

時頃。

ださいます。会員の皆さんはこの一年で一子ほど

た
 だし、都合により変更する場合もあ

腕を上げられたように見受けられます。また、先

りますので、初めての方は下記連絡先

生は海外で囲碁の普及・指導にも尽力されてきた

まで確認をお願いします。

方で、広い見識をお持ちです。日本棋院のことな

開催場所：静岡県人会秋葉原分室

ど、普段なかなか得られない情報を伺うこともで

費

きます。

連 絡 先：伊藤義夫先生

御存知のように、囲碁発祥の地は中国ですが、
過去数百年に渡って囲碁文化・技術を飛躍的に発
展させてきたのは日本です。ところが最近十年ほ
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用：1000円（出席者一人あたり）

世話人 岡田 淳
（okada-a@ab.cyberhome.ne.jp）

SHIZUOKA KENJIN KAI

ゴルフ愛好会

世話人

猪爪 まさみ

静岡県人会創立120周年おめでとうございます。
ゴルフのホールのサイズは108ミリですが、こ
の大きさに決まったのが約120年前です。ゴルフ
発祥の地セントアンドリュースで、穴が広がらな
いように使用された水道工事用の配水管の直径が
108ミリだったそうです。それ以来120年間、ゴ
ルファーは108ミリの穴にボールを沈ませるため
に、涙ぐましい努力を続けてきました。そして、
より飛ぶボールやより正確にショットできるクラ
ブが開発されました。ゴルフの歴史からも創立
120年の重さを痛感いたします。
今、一般社団法人静岡県人会ゴルフ愛好会とし
てプレイができるのも、静岡県人会創立以来の諸
先輩のお陰と感謝申し上げます。
ゴルフは老若男女、誰もが同じ組で一緒に楽し
めるスポーツです。ゴルフのルールは体力差を距
離で、技術差をハンディでカバーし、プレイでき
ます。当会でも70歳代80歳代の方がお元気にご
参加されています。女性の参加も25%程で、華や
かです。

第14回コンペ（2014年９月）

なかなか思い通りにならないゴルフに悲喜交々
しながら、懇親を深めているのが、静岡県人会ゴ
ルフ愛好会です。
一年に２回、春は３月と秋は９月にコンペを開
催しており、次回は第15回を数えます。カートを
使わず歩いて回るゴルフ場を使用しているのが、
特徴です。
現在は新ペリアですが、近い内にハンディ戦に
したいと考えています。皆様に楽しんでいただけ
るゴルフ会をめざします。どうぞ、お気軽にご参
加ください。心よりお待ち申し上げております。

第12回コンペ（2013年９月）
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歌舞伎愛好会
本愛好会は、歌舞伎座の改築中は休止していた
が、平成25年12月より再開した。
この時は20名の参加者で「仮名手本忠臣蔵」を
観劇し、翌26年４月には香川県琴平町を訪れ、天
保６年建造の芝居小屋「金丸座」
（重要文化財）で
行われた歌舞伎公演を二日連続で楽しんだ。
愛好会は通常年１回をめどに開催しているが、

世話人

森山 杏子

ているのではない。
物心つく前から厳しい心身の鍛錬をうけた結
果、各家に伝わる演目の演じ方や卓越した運動神
経を身に着けている。
その一方、名門出身でも役者として大成できぬ
ものも多数いる。
また名門梨園出身以外の実力者も多数いる。

会員からの希望があれば随時開催が可能である。

代表例は玉三郎であるが、猿弥、松也、愛之助

人気上々の歌舞伎座では良い席の確保が難しい

など近年人気が上昇中の若手も多いし、中車のよ

が、関係役者筋のご縁で、花道沿いの役者の息遣

うに外部の演劇界からの参加もみられる。

いが感じられる素晴らしい席を確保できる。
したがって席数も限られるため最大20名程度
の参加者をホームページ中心に募っている。
食事は幕間の時間が限られているので、劇場内
の食堂を避けて着席のまま「幕の内弁当」をいた
だくことが多い。
また以前は観劇後のお茶会も行っていたが、原
則的には流れ解散とし有志のみで軽く二次会を行
う。
歌舞伎界は近年、大看板の中村勘三郎、市川団
十郎の早逝をきっかけに世代交代の波が押し寄せ
ている。
しかしながら、歌舞伎界のすごいところは、次
の世代がスムーズに芸を継承してゆくところであ
る。
いまでは海老蔵、染五郎、菊之助、勘九郎、七
之助等のいわゆる梨園の御曹司が大役を任されて
いるし、橋之助をはじめとする重厚な中堅層の活
躍も素晴らしい。
これらの役者は単に名門ゆえに、活躍の場を得
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役者に加え、
見どころはやはり舞台演出である。
地味な場面であるが、忠臣蔵で大石内蔵助が赤
穂城を明け渡し退去する場面の、次第に遠くなる
赤穂城のしかけなど見事である。
また、舞台の袖で演じられる義太夫や常磐津な
どの語りを注意深く聞くと、芝居の筋がよく理解
できる。歌舞伎はオペラやミュージカルと通じる
ものがある。
このような日本の誇る舞台芸術を気安く楽しむ
のが歌舞伎愛好会である。ぜひとも多くの方が参
加されることを希望する。
（文責：鈴木啓介）

SHIZUOKA KENJIN KAI

カラオケ愛好会
歌は、心に寄り添う人生の恋人のようなもので
す。

世話人

太田 精一

ながら気楽にカラオケを楽しんでいます。
演歌、歌謡曲はもとより、民謡、ポップス、シャ

楽しいとき、嬉しいとき、悲しいとき、寂しい

ンソン、ジャズ、ラテンミュージックにいたるま

とき、悔しいとき、怒りに震えるとき、歌はいつ

で、いろいろなジャンルの歌が飛び出し、賑やか

もそばにいて、喜び、癒し、慰め、励まし、生き

で楽しいひと時を過ごしています。

る勇気と希望を与えてくれます。
素晴らしい歌の数々は、世の移り変わりを映す
鏡であり、その歌に自分の人生を重ね、大切な想
い出として、それぞれの心にいつまでも生きてい
ます。

例年、春と秋の年２回カラオケ会を開催してい
ますが、平成27年の開催は、４月と11月を予定
しています。
カラオケ愛好会に加入されていない方々も大歓
迎いたしますので、
新規に参加を希望される方は、

静岡県人会のカラオケ愛好会は、そうした歌の

静岡県人会カラオケ愛好会世話人太田精一までご

数々を、マイクを通して仲間に伝え、お互いに癒

連絡ください。連絡先住所、電話番号等は名簿を

し、和み、喜びを分かち合うことの出来る会です。

ご参照ください。

飲み物と軽食でくつろぎ、楽しい語らいを交え
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歩こう会

世話人

森山 慶雄

2014年の夏から世話人を仰せつかりました森
山慶雄より、歩こう会のご紹介をいたします。
歩こう会は、厳しいウォーキングでなく、のん
びりゆったりと歩き、街中のコースでは庭園・神
社・仏閣を訪ねて歴史を知り、里山・低山のコー
スでは自然の中で森林浴を謳歌するといった、ど
なたでも楽しみながら歩ける行程を組んでいま
す。季節ごとに１回、一年を通じて４回の開催を
目指しています。

川越歩こう会

2014年の初夏には紫陽花で有名な鎌倉の成就
院、長谷寺などを歩くコースを散策しました。小

2015年は、一年のスタートとして旧正月過ぎ

雨の降る中でしたが生き生きとした花々に接する

に日本橋から人形町への日本橋七福神巡りを開催

ことが出来ました。11月には紅葉も楽しめ、古き

いたします。春は花を楽しむ都内の旧古河庭園な

蔵作りなどの散策ができる川越の ＂小江戸＂ コー

どを散策し、薔薇・牡丹の最盛期を楽しむ計画を

スを歩きました。

立てています。さらに、山麓や里山を歩くコース

気軽に歩けるウォーキングに決められたコー
スはありません。事前にガイドブックを調べて興

では、富士山の眺望ができる開催地を目下検討し
ております。どうぞお楽しみに！

味あるポイントを選び、独自のコースを練り上げ

ウォーキングですので、毎回最低でも６～７キ

ます。少人数で連れ立って歩くのとは違い、十人

ロの行程を組んでいます。歩こう会にご興味のあ

以上の方々と歩きますので、毎回のコース作りに

る方は是非、日常生活の中でも積極的に歩く事を

は工夫を凝らしています。
開催当日、
参加メンバー

お勧めします。普段、家の周りを車で通っていた

が会話を弾ませながら笑顔で歩く姿を見ることは

所を歩いてみるだけで、新たな発見ができて気分

世話人の醍醐味であります。

も爽快です。丈夫な身体は足元から！ ご一緒に
ウォーキングを楽しみ、健康長寿を目指しましょ
う！
一人でも多くの皆様の歩こう会へのご参加をお
待ちしております。

鎌倉歩こう会
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SHIZUOKA KENJIN KAI

バーベキュー愛好会

世話人

神間 達博

2013年７月、
「静岡県人とその家
族が、県人会会員、非会員問わず楽
しく交流できる場があったら楽し
いよね」と若手３名が発案し、当時
の佐野理事長（現在は相談役）に相
談したことからバーベキュー企画
はスタートしました。佐野理事長に
は「若い人たちがふるさと静岡を盛
り上げようと考えた企画だから応
援する。やってみたらいい！」とご快諾いただき

たビール、ワイン、地酒、そしてお酒の飲めない

ました。

方やお子様用にはソフトドリンクなどもフルライ

その３カ月後の10月に多摩川河川敷バーベ

ンナップ。

キュー広場に27名が集い、静岡県人会・第１回

出身市町村も世代も違えども共通の話題が簡単

バーベキューが始まりました。年齢は下は３歳の

に見つかってしまうこの居心地の良さ、静岡の温

未就学児から上は70代後半の会社経営者まで、年

暖な気候が育んだ「太陽のように明るくポジティ

齢も職種・業種も様々。静岡県下多数の市町村出

ブな県民性」のおかげで、初参加の方も毎回すっ

身の皆様にこれまでご参加いただいております。

かり溶け込んでしまう県人会のバーベキュー。第

肉、野菜などの豊富な食材に加え、大井川で獲れ

２回は41名、第３回は46名と多くの静岡県人の

た鮎、
御殿場米久のフランクフルト＆ウィンナー、

方にご参加いただき、その度に美味しく食べて飲

静岡名物の黒はんぺん、沼津で昨晩水揚げされた

んで、楽しく語らって、最高のバーベキューと毎

ばかりの牡蠣やイカなど、故郷の懐かしい食材の

回ご好評いただいております。

数々。ビールメーカー様のご好意で提供いただい

県人会のバーベキューは年２回、春（４月中旬
～後半）と秋（10月中旬～後半）の過ごしやすい
季節に開催いたします。是非ご一緒しましょう！
そして首都圏で「ふるさと静岡」の輪を拡げて
行 き ま し ょ う！（ ３ 月 中 旬、 ９ 月 中 旬 に は
facebookの「一般社団法人静岡県人会」のページ
上でお知らせしますので、是非「いいね！」をし
て定期的にご確認ください）

第２回ＢＢＱ
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旅行愛好会

世話人

靍田 信義

静岡県人会の活動の中で、会員間の親睦が深ま
る「旅行」の存在を忘れてはなりません。
創立以来、戦前からの永きにわたり、先輩諸氏
は旅行行事を続けてこられたと伺っております。
一番長い歴史がある活動かと思います。
今は昔！潮風に吹かれ房総の菜の花畑・・真紅
燃える日光の紅葉狩り・・身も心も癒す奥湯の
宿・・観光バス2台を貸し切り・・自然に帰り郷
土の思い出や過ぎし青春を語らう・・・
そんな古き良き時代も年月が過ぎ、お年も召さ
れ年々参加者が少なくなりました。
昨今は、企業の社員旅行や慰安旅行が廃止され
る傾向にあり、若年層を中心に団体旅行の習慣が
減っているのが現実です。また旅行スタイルはス
ピード化され、利便性の追求ばかり。ですが、そ
こで諦めては旅行愛好会世話人の名がすたります。
最近は目先を変えて、屋形船や日帰りバスツ
アーなど、どなたでも気軽に参加できるものを中
心に企画しています。
平成24年10月30日に、趣を変えて「屋形船」
に乗りました。まずはスカイツリーと浅草を散策
してから船に乗り込み、江戸前であがった魚の天
ぷらに舌鼓を打ち、美味しい酒を酌み交わしなが
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ら、東京湾からの美しい夜景を堪能しました。街
中の喧騒から離れ、心豊かなひとときを過ごしま
した。
平成25年11月９日には、
「久能山日本平日帰り
バス旅行」を催行しました。天候にも恵まれ、見
え隠れする富士山を目で追い、紅葉もちらほらの
木々、色付き始めたみかん山を愛でつつ日本平に
着き、ロープウェーにのって久能山へ。郷里静岡
にありながら遠かった久能山東照宮にお参りでき
た喜びを感じたのは、私だけではないでしょう。
日本平ホテルでの昼食では
“眺望の日本平ホテル”
という宣伝のとおり、富士山と駿河湾の眺めがこ
の上なく素晴らしいものでした。
旅行は楽しいです。気の合う仲間と一緒なら、
さらに楽しさも倍増します。今後も魅力ある旅を
企画しますので、是非ご一緒しましょう！

SHIZUOKA KENJIN KAI

写真愛好会

世話人

小林 庄一

写真愛好会は2013年12月に、写真家・遠藤晴
夫氏を講師にお迎えし、写真好きの小林が世話人
を引き受けさせていただき発足いたしました。
毎月、第一土曜日の13時から17時頃まで、秋
葉原分室にて定例開催をしています。また、良い
季節には屋外での撮影会や撮影旅行も随時企画し
て、メンバー一同、写真の奥深さを学んでおりま
す。
分室にはA3伸びのプロ用プリンター（エプソン
PX-5V）を設置させていただき、遠藤講師の指導
のもと、各自の作品をプリントしてお互いに評価
しあっています。大きなプリントは見栄えが違い
ますので、とても励みになっています。いつか作
品展を開催するのが大きな目標です。
2014年には９月26日から一泊二日で奥大井へ
念願の撮影旅行を実現しました。メンバーの大石
節夫さんの緻密な計画と運転の労力で楽しく列車
を追いかけることができ、大変に有意義な時間を
過ごすことができました。
さらに、10月４日には、遠藤講師の指導をうけ
て、美しい奥大井の風景、大井川鐡道の期間限定

運行の「機関車トーマス」などを撮影したそれぞ
れの力作をプリントし、おおいに盛り上がりまし
た。
最近はデジタルカメラの普及でだれでも手軽に
写真が楽しめます。また、インターネットでの情
報交換が便利になりました。写真を通じて、多く
の方に楽しい時間を過ごしていただくことが写真
愛好会の願いです。芸術性を今一歩前進させたい
方、初心者の方も、是非お気軽にご参加ください。

99

愛好会の活動

宝塚愛好会

世話人

遠藤 ゆうか

宝塚歌劇団結成100年目の記念すべき年に初

たしました。
「舞」公演後、花柳美宇（本名：酒井

トップとして花組トップスターに就任した「明日

美生）さんと記念撮影しました。花柳美宇さんは

海りお」
（あすみ りお）さんは、静岡県静岡市の

県人会会員です。

出身です。中学3年生の時に観た宝塚のビデオに
衝撃を受け、タカラジェンヌになる事を決意。両

そして、第２回目は10月26日（日）待望の花
組公演「エリザベート」を観劇しました。

親の猛反対を押し切り入団し、優秀なライバルた

静岡市出身、新進気鋭の花組トップ「明日海り

ちと切磋琢磨しながら厳しい稽古をこつこつと重

お」主演の晴れ舞台！ 参加者13名は心の底から

ね、トップに昇りつめた努力家です。どの角度か

エールを送りながら、その華麗なステージに酔い

ら見ても美しい美貌、艶やかな歌声、色気…誰で

しれました。

も虜になる魅力の持ち主です。
そんな彼女を静岡県人として是非応援しようで
はないかと、宝塚愛好会は2014年の夏に発足し
ました。
第１回目は8月6日（水）
、
「舞」Mai・パレスホ
テル東京・ディナーショーに参加しました。 参加
者３名は華やかなステージ・豪華な食事を堪能い
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今後また観劇の予定が決まりましたらご案内い
たします。次回もどうぞお楽しみに！
これからも明日海りおさんはじめ、宝塚歌劇団
をご一緒に応援いたしましょう。

SHIZUOKA KENJIN KAI

書道愛好会
静岡県人会創立120周年、心よりお慶び申し上
げます。
私が初めて筆を手にした時から、約50年が経ち
ます。書道を始めたきっかけは実に単純なもので

講師 書家

石川 香雪

います。無理をして続けるのでは意味がないので
す。辞めるという発想が湧かないくらい好きにな
れば、自然と続けていけるものなのです。
今、百人ほどの生徒さんを教える中で、やはり

した。当時、バレエを習いたいと言っていた私に、

同じ事を思います。一所懸命練習する→上手くな

母が「お習字なら習わせてあげる」と言ったから

る→好きになる→続ける→もっと上手くなる→更

です。何気なく始めた書道を、ここまで続けてこ

に好きになる→続ける…この好循環にはまった人

られたのは、自分が本当に書が好きであったとい

の成長ぶりは半端ありません。

うことと、親や夫、子供達、家族が応援してくれ
たからにほかなりません。

何事も、先ずは好きになることかな？と思いま
す。そのためには、私が好きになってくれるよう

誰しも習い事は、幼い頃からいろいろなさって

な指導をしなくては、といつも心がけています。

きたと思いますが、それが大人になるまで続けて

楽しいお稽古をしているので、ご興味のある方は

きた人となると、かなり数少なくなるのではない

是非一度、秋葉原分室にどうぞ。お待ちしていま

でしょうか。辞めてしまう最初の関所は、中学生

す！

になって始まる部活動。次は高校受験（今では中
学受験かもしれません）
、大学受験、就職、結婚、
出産、子育て、介護…数え切れないほどの関所が
あります。それを一つ一つ通り抜け、何があって
も辞めなかったことで、今の自分があるように思

（書道愛好会 講師 書家・石川香雪）
オフィシャルサイト：http://www.kosetu.com/

【書道愛好会のご案内】
秋葉原分室にて、毎月第１木
曜日13：00～15：00に 開 催し
ています。
その方のレベルやご希望に合
わせた指導をいたします。初め
ての方もお気軽にどうぞ！
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ふじのくに大使館
〈静岡県東京事務所〉
こんな仕事をしています
○経済界・有識者・文化人など静岡県関係者との首都圏
ネットワークの構築“ふじのくに応援団づくり”
○中央省庁等との連絡調整
○国内外に向けた静岡県の魅力発信
○在京大使館等との連携強化
○企業誘致の推進
○大学生等へのＵ・Ｉターン就職情報の提供
ふじっぴー

ふるさと 静岡県 への応援をお願いします！

ふじのくに応援寄附�（ふるさと��）
寄附していただいた方には特典があります！
皆様からの寄附は、富士山の保全管理や津波対策など「富国有徳の
理想郷“ふじのくに”づくり」に活用させていただきます。
▼１万円以上の寄附で特産品贈呈
【H26年度特産品】
クラウンメロン 他
（H27年度以降の特産
品は未定です）

ふじのくに応援寄附金
ふじのくに応援寄附金
詳しくはホームページをご覧ください。

【お問い合わせ先】
ふじのくに大使館 〈静岡県東京事務所〉
〒102-0093
東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館13階
都道府県会館
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TEL：03-5212-9035 FAX：03-5212-9038
E-mail：tokyo@pref.shizuoka.lg.jp

一般社団法人静岡県人会組織図

社員総会（会員）

理事会（理事）
監事
代表理事（２名）
会長・理事長

名誉顧問
名誉会長
副会長
相談役
顧問

副理事長

事務局
（中村、渥美）

企画委員会
（齋藤）

総会及び懇親会
（齋藤）

広報委員会
（森山）

愛好会
（渥美）

交流会
（西岡）
囲碁

異業種交流会

カラオケ

その他交流会

絵画
歩こう会
ゴルフ
歌舞伎鑑賞

オペラ鑑賞
バーベキュー
宝塚

写真

旅行

書道

広報
（森山）
委員長名
（委員長)

出版
（大石）

ホームページ
（遠藤）
会報
会員名簿

部会名
(部会長)
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ご寄付者芳名録

（４口）
海老名 信 二
川 合 正 矩
佐 野 義 矩
鈴 木 正 俊
森 嶋
正
森 山 杏 子
（２口）
石 原 文 子
稲 川 貴 之
大 川 澄 人
大谷友右衛門
大 谷 廣太郎
大 谷 廣 松
亀 井 忠 夫
下 村 由次郎
鈴 木 啓 介
多々良 節子
藤 原 經 史

星 野 泉 一
増 田 芳太郎
松 田 八千代
望 月 妙 子
望 月 信 彦
森 山 慶 雄
（１口）
岡 田
淳
渥 美 清 子
臼 井 正 彦
大 石
廣
奥 田 弘 毅
小 野 田 彰
加 藤 明 男
加 納 綾 子
川 村 哲 彦
菅 家 美保子
菊 池 良 仁
児 島 達 枝

小 林 庄 一
坂 野 昌 司
相 良 さわ子
佐津川 吉秀
柴 田
亮
簾 田 博 泰
土屋もとゐこ
土 屋 芳 郎
徳 増 公 明
戸 田 裕 一
中 山 昌 憲
永 田 きよ子
西 島
勝
野 村 昭 子
野 村
聖
平 木 章 子
山 梨 達 夫
弓桁 廉志郎
吉 田 紀 八
（１口５千円／敬称略）
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大川建築都市設計研究所����������������������� 117

東海溶材株式会社�������������������������������� 113

株式会社フジテレビジョン���������������������� 124

木内建設株式会社�������������������������������� 105

東京貴宝株式会社�������������������������������� 114

フローラル・デコ 村松文彦 東京ブランチ ��� 109

キリンホールディングス株式会社��������������� 65

凸版印刷株式会社�������������������������������� 表2
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株式会社ナイスヘルス��������������������������� 114

株式会社ヤマシタコーポレーション����������� 110

産業電化推進株式会社�������������������������� 117

株式会社永田商会�������������������������������� 108

ヨシコン株式会社��������������������������������� 116

シグマホールディングス株式会社�������������� 108

中村建設株式会社�������������������������������� 115

株式会社緑洲インターナショナル�������������� 116

株式会社静岡銀行�������������������������������� 106

株式会社ナップス��������������������������������� 115

静岡県経済産業部マーケティング推進課������ 53

株式会社日経BP読者サービスセンター������� 109
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http://job.atimes.co.jp/

http://domonet.jp

http://wonderfulstyle.jp/

本社

http://wonderfulstyle.jp/pc/dogfesta

東京都千代田区神田富山町5‐1 神田ビジネスキューブ8階
静岡事業所

☎03‐3254-2501

浜松事業所 沼津事業所

都市を築く
都市を奏でる
人を、

やさしく包む、
快適な街づくり。
首都圏地区本部
東 京 支 店

〒170-8441

神奈川支店

〒243-0432

社

〒422-8633

本

東京都豊島区東池袋１丁目21番11号オーク池袋ビル６階
℡（代表）
03－5952－5521
神奈川県海老名市中央３丁目３番14号
℡（代表）
046－235－8991
静岡県静岡市駿河区国吉田１丁目７番37号
℡（代表）
054－264－7111
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経営者の良きパートナーであり続けたい
サービスの概要
MOS税理士法人は国内企業だけでなく、在日外国企業（多くの在日フィンランド企業を含む）も対象として
基本的な会計、税務相談、各種税務申告、給与計算等の業務をバイリンガルベースで提供いたします。

サービスの特長
各クライアント独自のニーズに応じたきめ細かいサービスをバイリンガルで外国企業の日本法人や日本支社を
はじめ、
日本進出を目指すグローバル企業やスタートアップ企業のニーズにMOS税理士法人は的確に応えます。

エムオーエス

MOS税理士法人
〒141-0021 東京都品川区上大崎4-5-18 目黒オーケービル4階
TEL 03-6420-3030
（代表） FAX 03-6420-3080
http://www.mostaxcorp.jp/
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豊かな街づくり・住まいづくりに貢献致します
〜エクステリア・住宅設備機器 総合商社〜

� ����� �� �� �� ��
〒 168-0081
東京都杉並区宮前4丁目21番27号
ＴＥＬ 03-3334-0511(代)
ＦＡＸ 03-3333-0349

(井之頭街道沿い・都立西校隣)

���������������������
� 代表取締役会長 永田 義博 (静岡県人会相談役)
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�

フローラル ･ デコ 村松文彦 東京ブランチ
2015 年
東京リボンアニナルーム
10：00～
18：00～

村松文彦レッスン日程

鷹番アトリエ・a
11：00～
18：00～

鷹番アトリエ・b
10：00～
18：00～

鷹番アトリエ・c
10：00～
18：00～

２月17日
（火） ２月21日
（土） ２月22日
（日） ２月23日（月）

村松デザインを24回受
講した方は、ご希望により
認定試験後、村松文彦より
ディプロマを発行致します。

３月17日
（火） ３月21日
（土） ３月22日
（日） ３月23日（月）

◦欠席・キャンセルについて

１月20日
（火） １月24日
（土） １月25日
（日） １月26日（月）

４月21日
（火） ４月25日
（土） ４月26日
（日） ４月27日（月）
５月26日
（火） ５月30日
（土） ５月31日
（日） ６月 １ 日（月）
６月16日
（火） ６月20日
（土） ６月21日
（日） ６月22日（月）
７月14日
（火） ７月18日
（土） ７月19日
（日） ７月20日（月）
８月18日
（火） ８月22日
（土） ８月23日
（日） ８月24日（月）
９月15日
（火） ９月19日
（土） ９月20日
（日） ９月21日（月）
10月20日
（火） 10月24日
（土） 10月25日
（日） 10月26日（月）
11月17日
（火） 11月21日
（土） 11月22日
（日） 11月23日（月）
12月15日
（火） 12月19日
（土） 12月20日
（日） 12月21日（月）
コース：・ビギナー
・ベーシック
・アマベーシック
・プロベーシック
・アドバンス
・ハイレベル
場

◦ディプロマ資格に
ついて

所：フローラル・デコ 東京ブランチ 鷹番アトリエ［目黒区鷹番 1-8-20･C］
東京リボン アニナルーム［新宿区四谷 3-2-2TR ビル 5F］

基本的には1週間前までにご連絡お願い致します。
それ以降は、花材・資材の仕入れを発注済みですので、
通常のレッスン料を徴収させていただきます。

◦時間について

時間は会場の都合上、厳守とさせていただきます。
ただし、事前にご連絡いただければ、調整いたします。

問合せ：フローラル・デコ
東京ブランチ

村松文彦

〒152-0004 東京都目黒区鷹番1-8-20･C
tel ＆ fax：03-3719-0373
http://www.froraldecor.com
携帯：090-4836-8063
http:///www.froraldecor.jp
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ヤマシタ、シマシタ。
それは、無理のない介護へのスタートライン。
要介護の方が自立した生活を送るために、また介護する方の負担を軽減するためにも、
福祉用具は大きな役割を担っています。
私たちヤマシタコーポレーションは、業界のリーディングカンパニーとして、
安心で高品質な福祉用具サービスを提供してまいりました。
2012 年 4 月の介護保険制度改正により、すべての福祉用具サービス事業者に
「福祉用具サービス計画」の作成が義務付けられ、
サービスの差が目に見えるようになりました。
是非サービス内容を較べた上で、
ヤマシタコーポレーションの質の高いサービスを、あなたの生活の一部に。

福祉用具レンタル・販売／住宅改修

本社
〒422-8571 静岡県静岡市駿河区南町 18-1 ｻｳｽﾎﾟｯﾄ静岡 7F
電話：054-202-3333（代表）
東京本部
〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビル 22F
電話：03-5730-4545
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白井グループ株式会社
・白井運輸株式会社

・白井エコセンター株式会社

東京都千代田区神田淡路町1-2
クリスタルビル7階
TEL 03-6811-7011
FAX 03-6811-7012
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なつかしい静岡の
味とかおり
静岡メロン特価 ¥4,500-

スナオハーベスト株式会社
〒435−0006 静岡県浜松市東区下石田町1495
TEL：053−422−3620 FAX：053−422−0988

     
統合型水・物質循環シミュレータ
GETFLOWS

General purpose Terrestrial fluid-FLOW Simulator



 	

静岡県の地表水と地下水流動の様子
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葬

儀（各宗派対応）

○第一生命経済研究所（旧ライフデザイン研究所）
小谷みどり著『お葬式のお値段』にて、良心的葬

TEL.03−3949−6098

儀社として絶賛される。
○情報公開度・安心度：Ａランク
○東電生協指定
○イオングループ指定

○葬送の自由をすすめる会指定
○ＮＨＫ・日経新聞（Ｈ20.10.17）
・
毎日新聞（Ｈ19.2.1）他掲載

365日24時間受付
大杉実生

牧之原市出身
静岡県人会理事／榛原郷友会理事
榛原高校同窓会関東支部副支部長

㈱中央セレモニー
東京都豊島区巣鴨3−30−8−101
代表取締役 大杉 実生
http://www.so-gi.biz/
電話 03−3949−6098 FAX 03−3949−0739
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代表取締役社長
東 京 支 店 長
本

社

東京支店

中村信吾
髙山宏治

浜松市中区中沢町71-23
TEL053-471-3421 FAX053-472-4066

東京都目黒区下目黒2-20-22（サンパレス目黒203）
TEL03-5434-2961 FAX03-5434-2930
http://www.nakaken.co.jp E-mail：info@nakaken.co.jp
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513.9. .6/1280/87
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Synthesis Urban New technology Produce Union

���� を

����
�しい��で

駿 府 設 計

〒169-0073 東京都新宿区百人町 1-13-1 ローズベイ新宿ビル

TEL:03-3361-8431	
  FAX:03-3227-3426
E-mail: snp_eng@atlas.plala.or.jp
URL:http://www.sunpu.co.jp/

��いたします
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通信講座で学ぶ

日本茶インストラクター講座
日本茶アドバイザー講座
総合的、系統的な学習により、日本茶に関する専門性を高められる講座内容です。
通信講座は、認定試験対策として短期間で効率的な学習ができます。

受付期間 : 4月1日より (アドバイザー8月10日まで インストラクター9月末まで)
在籍期間 : アドバイザー 4カ月間 インストラクター 6カ月間
受 講 料 : アドバイザー 27,000円 インストラクター 71,280円 (8％税込)
認定試験 : アドバイザー
実技講習会 9月 筆記試験 11月
インストラクター 筆記試験 11月 実技試験 2月
受 験 料 : アドバイザー 10,800円 インストラクター 21,600円 (8％税込)
お問い合わせ・資料請求

NPO法人日本茶インストラクター協会
www.nihoncha-inst.com
〒105-0021 東京都港区東新橋2-8-5 東京茶業会館5階
教育事務 ＴＥＬ.03-5402-6078 (電話受付9:30-17:00土日祝休)
FAX.03-3459-9518 (FAXは24時間受付)
インターネット検定や通学式の学習方法もございます。詳細はホームページもご覧ください。

品 お高ビ
質 客品ル
管 様質メ
理 にサン
の信
向 頼ビテ
上 さスナ
を れのン
目 る提ス
指 安供業
し全 務
てと の
160-0008
東京都新宿区三栄町 18７
四谷 MS ビル TEL 03-3358-2801

設計から、施行・製造まで一貫体制。
短納期・ローコストをお約束！

もちひこの
お問い合わせ

テントハウス

054-375-3161

住所：静岡県静岡市清水区由比町屋原340
URL：http://www.mochihiko.co.jp/
もちひこ
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検 索

渥美雅子法律事務所
弁護士

SHIZUOKA KENJIN KAI
http://shizuokakenjinkai.jp
理事

渥 美

渥美雅子

千葉県弁護士会所属
〒260-0013 千葉市中央区中央4丁目5番1号
Qiball
（きぼーる）
２階

TEL043
（224）2624/FAX043（225）0182

事務局

一

般

社

団

法

人

静 岡 県 人 会
〒102-0093
東京都千代田区平河町 2-6-3
都道府県会館 13 階
静岡県東京事務所内
TEL&FAX 03-3265-3933

佳子

（事務局連絡先）
〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町 2-10
飯島ビル 202 静岡県人会 秋葉原分室
E-mail：contact@shizuokakenjinkai.jp
（個人連絡先）
E-mail ：sos1017@sea.plala.or.jp
携帯：090-1998-9932
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齋

藤

達

哉

ネクストエネルギー株式会社

代 表 取 締 役
社
長

東京都港区新橋二丁目十九番一〇号
郵便番号一〇五 ―〇〇〇四
（〇三）三五七八 ―八二〇一
（〇三）三五七三 ―八二一〇

電 話
ＦＡＸ
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一般財団法人

全国福利厚生共済会

プライム倶楽部会員
ID:10765832

http://www.kjss.co.jp/

アシスタントディレクター

靍

田

信

Ｎ Ｏ Ｂ Ｕ Ｙ Ｏ Ｓ Ｈ Ｉ

義

T S U R U T A
〒410-0047
静岡県沼津市庄栄町6-11-2A
ＴＥＬ：０５５−９２１−５１７５
ＦＡＸ：０５５−９２１−５１７４
携 帯：０８０−１０５３−１４１４
E-mail：koei-tsuruta@ab.thn.ne.jp

日本共済株式会社 共済事業部

〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原333-1
カスタマーセンター TEL 079-457-3120

みらい

エネルギー･資源･素材のXを。

代表取締役社長
社長執行役員

松下 功夫
〒100-8161 東京都千代田区大手町二丁目6番3号
TEL（03）3276-1126 FAX（03）3276-1180
E-mail：isao.matsushita@hd.jx-group.co.jp
www.hd.jx-group.co.jp

代

村
伊 十 郎

一

静

―一四 ―一五

島

杵屋栄 蔵
杵 屋 正治郎
芳 村 伊三郎

芳

五代家元
七代家元
十一代家元

八

田

表

三辰ビル

代

―〇〇七二

東京都新宿区大久保 一

〒一六九

℡ 〇三 三二〇〇 四〇〇八
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（写真提供：静岡県観光協会）
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静岡県人会が120周年を迎え、また一般社団法人

私も前任者金田實氏より引継ぎ７年近くなります。

として新たなるスタートを致しました。会報誌もこれ

無事に進めてこられましたことは、部員の皆様の大き

を記念号とし発刊することになり、皆々様にご寄付、

な尽力にあり人に恵まれたことです。夜遅くまでの会

広告のお願い申し上げました。

合、突然の打ち合わせ、取材への出向、校正と諸事

お陰をもちまして多くのご支援、ご協力を賜わりま
したこと、厚く御礼申し上げます。有難うございました。
会報部員一同、部会を重ねながら一年情熱を持っ
て夫々の活動に邁進し、押し進めて参りました。

に力を合わせて、支え、進めて下さいましたことにあ
ります。感謝致しております。多くの得難い経験は、
私の大きな財産となりました。部員の皆様、長きに渡
り誠にご苦労様でした。

100周年までの大略は会報27号に記載されており
ますので、その後20年を照射し年表に纏めておりま

最後に、ご寄稿のお願いを快く受けて頂きました多

す。資料集めに努力は致しましたが空白の年もありま

くの方々、広告、ご寄付の厚いご支援を賜りました方々

す。お気づきの点、資料、ご存知の事がありましたら

に、重ねて心より感謝申し上げ上げます。有難うござ

皆様からのご連絡をお待ち申し上げております。

いました。

静岡県人会は海外、国内と数多くあることを知りま
した。個々の活動に留まっているのでなく、お互いに

※ご意見、ご感想がありましたら、お申し出下されば
幸甚でございます。

（広報委員長・森山杏子）

交流を図り絆を深めて行くことで世界を広げ、ふる里
静岡を支援する大きな力になることだと思います。こ
れは、21世紀をたくましく生き抜き活躍する、これか
らの若者達に期待致します。
120年という時の流れ、社会情勢の推移と目まぐる
しく変容していく中で、大先輩諸氏がご努力なさり、
郷里を支援し、尽力をして来られたことの積み重ねの
上に、私達があるということを強く気づくことでありま
した。

§静岡県人会が行った寄附について§
＊平成23年度、県人会会計から、日本赤十字社
静岡県支部へ東日本大震災募金として10万円
を支出しました。
＊文化教養部は文化講演会・演奏会を主催し、

会報部会：森山杏子･芦澤洋介･伊倉利晴･井村考宏･大石節夫･
岡田 淳･小林庄一･野口禮子

静岡縣人
発行日

平成27年２月10日

発行人

森嶋

発行所

一般社団法人

電話・FAX

平成22年度：NGOカレーズの会
（なお、文化教養部は平成25年の組織改編によりを廃
部いたしました。）

静岡県人会
都道府県会館13階

静岡県東京事務所内

平成21年度：静岡県児童養護施設協議会

03-3265-3933

http://shizuokakenjinkai.jp
編

集

ＤＴＰ

一般社団法人静岡県人会
有限会社チャダル

印刷・製本

第37号

正

東京都千代田区平河町２−６−３

下記に10万円ずつ寄附しました。

平成23年度：南相馬市東日本大震災孤児支援

創立120周年記念

凸版印刷株式会社

広報委員会
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が流れる
の国歌が
の
界
世
♪
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世界を８つの地域に分割
各国の人口・ＧＤＰなどの基礎情報や旗の由来・国歌楽譜掲載
♪ 楽譜をクリックすると国歌が流れます♪

①アジア ②中東・オセアニア ③ヨーロッパＡ
④ヨーロッパＢ ⑤アフリカＡ ⑥アフリカＢ ⑦北米・中南米

販売価格
９１８円
（税込）
５，４００円
（税込）
販売価格 :：１１地域
地域セット５，
地域９
１８円（税込
）８８地域セット
４００円（税込）
申 込 先

株式会社アテナ 〒134-8585 東京都江戸川区臨海町 5-2-2
デジタル地球儀係 TEL03-3689-3511（土日祭日を除く月～金 9：00 ～ 18：00）FAX03-3689-6143

必要事項 購入希望地域（またはセット数）/ 氏名 / 住所 / 電話番号 /ｅmail
下記代金振込先口座にお客様からのご入金が確認できしだい、
ダウンロード用ＩＤ・パスワードをお送りいたします。
郵便口座名＜アテナデジタル地球儀 ebook 版＞
口座番号 ＜00130-8-419691＞

