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静岡県人会創立125周年記念号  特別巻頭企画

一般社団法人 静岡県人会の歩み
2019年、新年号「令和」の幕開けに、創立125周年を迎えた静岡県人会。

明治、大正、昭和、平成とそれぞれの時代に応じて進めてきた活動や交流が、令和でより拡がっていきますように。

令和2年 創立125周年記念　新年祝賀交流会　2月3日東京ガーデンパレスにて開催。

平成27年 創立120周年 記念講演会・祝賀会 2月10日青山ダイヤモンドホールにて開催。

平成5年 静岡県人会 創立100周年祝賀会 ９月18日東京ステーションホテルにて開催。

昭和27年 社団法人静岡県人会再興
高瀬荘太郎初代会長のもとに再興。翌年3月『静岡縣人』再刊第一号発刊。

昭和初期 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。

大正10年 6月1日上野精養軒にて静岡県人会を創立したが、関東大震災ですべての書類が消失。

平成26年 静岡県人会創立120周年
5月1日　一般社団法人「静岡県人会」発足。

明治27年 静岡県人会創立
德川宗家第十六代当主家達公が初代会長となり、増田守一氏が創立したが、増田氏逝去で消滅。

令和元年〜
平成31年 静岡県人会創立125周年

第一部　記念講演会　 德川恒孝名誉会長（德川宗家第十八代当主）　「静岡と德川家」のご講話
第二部　祝賀懇親会　 
　　　　　　■川合正矩会長の開会挨拶　　
　　　　　　■川勝平太県知事祝辞を大須賀淑郎副知事が代読　
　　　　　　■鏡開き（德川名誉会長・大須賀副知事・川合会長・渡邊順彦副会長・森嶋正理事長）
　　　　　　■佐野義矩相談役の乾杯ご発声　■お楽しみ抽選会　　
　　　　　　■アトラクション
　　　　　　　村松文彦さん（静岡市出身/世界的フラワーデザイナー）「2点のブーケと大生け」パフォーマンス
　　　　　　　花柳美宇さん（元宝塚歌劇団の舞踏家）踊り「江戸祭り」 
　　　　　　　平野啓子さん（沼津市出身/語り部・元NHKキャスター）「語り」  
　　　　　　■平木章子会員指揮により「しずおか賛歌」合唱
　　　　　　■藤田弘道名誉会長の閉会のことば　

第一部　創立125周年記念スポーツ座談会　【東京オリンピック・パラリンピック開催記念】
　　　　【登壇者】■岩崎恭子さん（水泳）ふじのくに観光大使
　　　　　　　　■中山紀子さん（バドミントン）バドミントン指導者連盟会長/静岡県人会顧問
　　　　　　　　■室伏重信さん（陸上）中京大学名誉教授
　　　　　　　　■山下大輔さん（野球）野球解説者
　　　　　　　　■加藤訓義さん（コーディネーター）スポーツライター/元静岡新聞運動部長
第二部　交流会
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　会員の皆様におかれましては益々ご清祥にお過ご

しのこととお慶び申し上げます。

　当静岡県人会は諸先輩方々および関係各位のご尽

力により令和元年に創立125周年を迎えました。明治

27年の創立から5つ目の新時代を迎えることになり

ます。又平成26年に一般社団法人静岡県人会として

歩み始めてから早いもので既に5年が経ちました。

それまで定期的に発行しておりました機関誌という紙

媒体からホームページの充実により交流会、愛好会

のイベント情報提供やその結果報告などは全てホー

ムページで行っております。更にホームページ内で展

開するFacebookの欄は会員にとって有益な情報を

幅広く掲載致しております。私自身も交流会、愛好会

に積極的に参加し会員皆様と充実した県人会活動を

楽しんでおります。

　さて今年は東京オリンピック、パラリンピックが開

催されます。静岡県も多くの競技会場となる他、世界

各国からの選手団を受け入れる市町村もあると伺っ

ております。

　昨年エコパスタジアムで開催されたラグビーワー

ルドカップでの日本チームの活躍は「静岡の奇跡」と

して世界中に発信されました。

今年も同様な興奮を味わいたいものです。

静岡県人会も更に魅力ある会として発展することを

目指し皆様方とご一緒に力強く歩んでまいりたいと

考えております。

　皆様の積極的な参加をお待ち致します。

ご挨拶

一般社団法人静岡県人会　会長　川合正矩

　静岡県人会が創立125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。

　貴会は明治27（1894）年の創立以来、主に首都圏

で活躍される方を中心として、本県出身者である会員

相互の交流を深めながら、１世紀以上の長きにわたり

様々な活動を展開してこられました。首都圏と静岡県

を結ぶ絆となり、県勢の発展に御尽力いただいており

ますことに対し、ここに改めて感謝申し上げます。

　本年は、「平成」から「令和」へと世が改まった、節目

の年です。今や我が国は戦争、テロの危険が少なく、

世界一の健康寿命を誇り、文化が高く評価され、外国

人観光客が急増するなど、世界から憧れられる国にな

りました。欧米に追い付き、追い越すことを目標にし

た明治以来の中央集権体制は役割を終え、これから

の新たな時代は、経済力を維持しながらも、自然に立

脚する生き方や暮らし方などの文化力に軸を置き、自

立した魅力ある地域づくりをしていくことが求められ

ています。

　静岡県では、平成25年６月の富士山世界文化遺産

登録を皮切りに、本年11月現在では、90にも迫ろうと

いう地域資源・人材群が、次々と世界的な評価を得て

います。ラグビーワールドカップ2019のアイルラン

ド戦における日本の勝利は、「静岡ショック」の見出し

の下に本県の名を世界に知らしめ、試合会場となった

エコパスタジアム(袋井市）は伝説の地となりました。

また、来年には東京2020オリンピック・パラリンピッ

クの自転車競技が開催され、本県が国内外から更に

多くの注目を集めることが期待されます。

　誰もが努力をすれば人生の夢を実現し、幸せを実

感できる「Dreams come true in Japan(ドリーム

ズ カム トゥルー イン ジャパン）の拠点」となることが

本県の将来像です。「世界から見た静岡県」という視

点に立ち、SDGｓのフロントランナーとして、世界のモ

デルとなる安心・安全で美しい“ふじのくに”づくりを

加速してまいります。

　霊峰富士の姿にふさわしい「富国有徳の美しい“ふ

じのくに”の人づくり・富づくり」のためには、幅広い分

野で活躍されている皆様のお力添えが不可欠です。

引き続き、御支援、御協力を賜りますようお願い申し

上げます。

　結びに、静岡県人会のますます御発展と、会員の皆

様の御健勝と御多幸を心から祈念いたしまして、お祝

いの言葉といたします。

静岡県人会
創立125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　川勝平太

125周年あいさつ 125周年あいさつ

令和元年度「ふじのくに交流会」にて
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　御殿場駅から約一里の箱根山麓にある、昭和十九年

当時の表示、駿東郡二の岡村、この地で過ごした時が、

私と静岡のはじめての出会いでした。

　静岡にはその後、学習院初等科時の夏休み水泳

教練で沼津遊泳場に、久能山東照宮には、德川の家に

養子が決まった中学生の時に実家会津松平家の父、

松平一郎と、また昭和三十四年の大学二年生の時に

祖父であり養父であった德川家正と参拝しました。

そして第十八代当主の家督を継いでからも静岡に多く

訪れておりますが、もう七十何年も前のことになる

御殿場での頃がたいへん懐かしく静岡の想い出となって

おります。

　戦前の御殿場は軽井沢や野尻湖などに並ぶ別荘地

で、当時幼稚園児であった私は母と、秩父宮様の御殿場

別邸に疎開しておりました。秩父宮様は御療養中でした

が、一緒になって遊んでくださり、叔母の勢津子秩父宮

妃殿下と共に私をたいへん可愛がってくださりました。

「殿下、あそぼ。」今でも私の幼い声が記憶の中で思い

返されます。

　秩父宮様の頭の上に乗せていただいて見た風景も

昭然と覚えています。昭和十九～二十年頃、Ｂ２９爆撃機

が毎日のように箱根を越えて富士山に向けて真っすぐ

に、そして方向を右にして東へと向かって飛んでいくの

ですが、青空に幾筋もついた綺麗な飛行機雲が深く

印象に残っています。

　はじめての静岡であった御殿場は、真正面から見た

朝焼け夕焼けの素晴らしい富士山と、秩父宮様と過ごし

た１年程の楽しかった松平恒孝幼少期の大切な思い出

と共に心に留めています。あの当時、無邪気な私に

優しく接していただいた殿下にとっても、安らぎを感じ

られるひと時であったのであればと思っています。

静岡の想い出

一般社団法人静岡県人会 名誉会長/德川宗家第１８代当主　德川恒孝

　会員の皆様には日頃より静岡県人会へのご理解と

ご支援を賜り心より厚く御礼申し上げます。

　我々の生まれ育った静岡県は温暖な気候・風土に

恵まれ、健康寿命のランキングでも常に上位にランク

されております。ちなみに3年ごとに発表される政令

指定都市の健康寿命ランキングにおいて浜松市が

2016年に３期連続の日本一を獲得したのは記憶に新

しいところであります。正に静岡県は「富国有徳の理

想郷」と言えると思います。

　今年は東京オリンピック・パラリンピックが開催さ

れます。我が静岡県からも、昨年早々と出場内定を受

けた伊藤美誠選手を始め数多くのアスリートが既に

出場することが決まっております。又、県内には複数

のサッカーJリーグのチームを有し多くの有名プレー

ヤーを生んでおります。そればかりかほかの競技に於

いても数多くのスポーツレジェンドを輩出しておりま

す。我々一般県民も少なからずこのような土地柄に

育ったDNAが育まれているものと勝手に信じており

ます。

　さて昨年創立125周年を迎えた静岡県人会も積極

的に各種交流会、愛好会の活動を実施しております。

しかしながら参加者の固定化や少人数化の流れは続

いており、新たな参加者を求めております。これらの

活動にご参加いただければこれまでと違った業種の

方々や違った年齢層の方々と意見を交わすことで心

身共に活性化が期待されます。各種イベントは開催

案内をホームページに事前に掲載し又その結果につ

いても逐一ホームページにて報告しております。これ

まで先人が積み上げてきたこの会を今後も力強く継

続していかなければなりません。皆様お誘いの上奮っ

てご参加願います。お待ちしております。

創立125周年にあたり

一般社団法人静岡県人会　理事長　植松　榮

125周年あいさつ 125周年あいさつ

現在描画中の「御殿場からの富士山風景」
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　静岡県人会がこのたび創立125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。会員の皆様

におかれましては、日頃から、ふるさと静岡の発展の

ために多大なるご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。

全国、さらには世界に広がる皆様のネットワークは、地

元静岡で日々活動している私たちにとって、たいへん

心強い支えとなっております。

　さて、本市においては、「世界に輝く静岡の実現」に

向け策定した「第３次静岡市総合計画」（平成27年度

～令和４年度）が、８年計画の折り返しを迎えました。

これまでの前期４年間に蒔いた種が実となり、そして

花を咲かせる４年間が、まさに、令和元年度となる今

年度からスタートしました。

世界に存在感を示すまちになるためには、静岡市に

暮らす方々が「安心感」をもって生活を営むことがで

き、また、静岡市を訪れる方々が「満足感」をもってひ

とときを過ごすことができる都市づくりが必要です。

　現在、静岡市ではこの「安心感」と「満足感」を兼ね

備えた世界水準の都市づくりに取り組んでおり、第３

次総合計画では、「世界に存在感を示す３つの拠点づ

くり」（＜歴史文化＞、＜海洋文化＞、＜教育文化＞の拠

点づくり）と「生活の質を高める２つの仕組みづくり」

（＜健康長寿のまち＞と＜まちは劇場＞の推進）からな

る５大構想の実現を目指しているところです。

　また、これまでの総合計画の取組を総括し、さらな

るステップアップと国際的な視点を取り入れるため、

国際連合が掲げるSDGｓ（持続可能な開発目標）にも

取り組んでおります。第３次総合計画の基軸であり、

最優先政策でもある５大構想に、世界共通の目標で

あるSDGｓを組み込むことで、世界水準の視点を持っ

た行動・取組へとつなげてまいります。

　このように、「世界に輝く静岡」を実現するために

は、鳥の目をもって地球規模での本市のあるべき姿

を見定めつつ、虫の目をもって、地域の課題を見つ

け、解決につなげていくことが必要です。本市は、多

種多様な情報の収集と活用により、世界に輝くオン

リーワンの都市を目指してまいりますので、貴会にお

かれましても、引き続きご理解とご支援を賜りますよ

うお願い申し上げます。

　結びに、125年の長きにわたり諸活動を推進され

てきた皆様のご尽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ます。

静岡県人会
創立125周年に寄せて
静岡市長　田辺　信宏

　静岡県人会が創立１２５周年を迎えますことを心か

らお祝い申し上げます。

　この記念すべき年に記念誌が作成されますことは

誠に意義深く、明治２７年の設立以来、大正、昭和、平

成、そして令和と５つの時代に会の歴史を刻まれてき

たことは、ひとえに会員皆様のご尽力と“ふるさと静

岡”への強い思いの賜物と敬意を表します。

　また、会員の皆様におかれましては、日頃より浜松

市政の推進につきまして格別のご理解とご支援を

賜っておりますこと、厚くお礼申し上げます。

さて、昨年の５月から「令和」の時代がスタートいたし

ました。新元号「令和」は、一人ひとりが「明日への希

望」とともに、それぞれの花を大きく咲かせることが

できる、そうした日本でありたいとの願いが込められ

ているそうです。

　その「新たな時代」を象徴するかのように、東京オリ

ンピック・パラリンピック競技大会が本年７月に開催さ

れます。静岡県も会場となり大変な盛り上がりを見せ

たラグビーワールドカップに続き、オリンピック・パラ

リンピックも多くの人々に希望と感動を与えることに

なるでしょう。

　本市はブラジルのホストタウン（オリンピック）、先

導的共生社会ホストタウン（パラリンピック）として、大

会の成功に向けた一翼を担って参ります。

　一方で「新たな時代」は、私たちが初めて経験する

本格的な人口減少の時代であります。これまで経験し

たことのない課題や現実に直面することとなります

が、住民と直接接する地方自治体は、迅速かつ的確、

総合的に対応し、その暮らしを持続可能な形で支えて

いかなければなりません。

　先人から引き継ぐ「やらまいか精神」を発揮し、時代

の変化に真正面から向き合い、第４次産業革命といわ

れるイノベーションの活用や知恵を結集して、より住

みやすく、活力ある地域社会の実現を目指してまいり

ます。

　静岡県人会の皆様におかれましては、更なる活動

を大いに期待しますとともに、本市の社会・経済・文化

の振興などに変わらぬご理解とご支援を賜りますよ

うお願い申し上げます。

　結びにあたりまして、静岡県人会のますますのご発

展と、会員皆様のご健勝を祈念いたしまして、お祝い

の言葉といたします。

静岡県人会
創立125周年に寄せて
浜松市長　鈴木　康友

125周年あいさつ 125周年あいさつ
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　県人会に入会し、6年が経過いたしました。この間

企画委員として「総会」「新年祝賀交流会」「120周年

記念」「役員懇談会」等の企画運営や、愛好会企画

応援などに携わってきました。親睦団体であるがゆえ

の調整の難しさもありますが、理事会メンバーや参加

いただける皆様方の協力、また時には「午み会」（清水東

高校同期生の私的会）の皆様の協力をいただきながら、

運営してきました。

　この冊子がお手元に届くころには、記念行事は終

わっていると思いますが、本年の「125周年記念新年

祝賀交流会」では、2度目の東京オリンピック・パラリン

ピック開催を記念し、「スポーツ座談会」を設営させて

いただきました。静岡県出身のスポーツレジェンドに

登壇いただき、過去のオリンピックの思い出や、2度目

の東京オリンピックに期待することなどを語り合って

いただく企画です。岩崎恭子様、中山紀子様、室伏

重信様、山下大輔様、加藤訓義様にご登壇いただく

予定です。

　ご登壇いただく方々の推薦やご紹介をいただき

ました方々に深く感謝申し上げます。

　県内では自転車競技の開催が決まり、昨年のラグ

ビーワールドカップ開催に続く盛り上がりが期待され

ます。また陸上や卓球選手をはじめ多くの県出身者

が選手として参加することが見込まれます。新装なっ

た新国立競技場を中心に開催される競技を会場でまた

TV等で観戦し応援したいと思います。

　諸行事・愛好会の充実で会員数増大を掲げてまいり

ましたが、会員目標千人には、未だ道半ばです。今後

も皆様のご協力・ご提案でより活発な県人会を目指して

ゆきたいと思います。

総会/新年祝賀会/役員懇談会
副理事長　齋藤達哉

県人会活動❶

県人会活動

県人会活動
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県人会活動❶
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　静岡県人会においては、静岡県出身者または所縁

ある方々に向けた交流の場として2015年より「ふじ

のくに講演会」を開催しております。記念すべき第1回

目は、日本を代表する企業トップとしてグローバルな

ビジネスステージで活躍していらっしゃる静岡県人会 

川合会長を講師としてお迎えし、様々なお話をいただき

ました。私たち静岡県人においては同郷で活躍されて

いる皆様のお話は多大なインスピレーションをいただ

くものであり、このような講演会の機会は貴重である

と考え、2019年度までに4回の講演会を実施し会員

同士の交流に寄与しております。

第1回　2015.12.9　 
講師 ： 川合正矩 氏 (日本通運株式会社 相談役）
第2回　2017.11.17　
講師 ： 八代目 芳村伊十郎 氏
第3回　2018.10.17  
講師 ： 株式会社CSA不動産代表取締役社長 小島孝仁 氏
第4回　2019.11.14　
講師 ： フリーアナウンサー　片川乃里子　氏

　2回目の講演会は長唄八代目の芳村伊十郎県人会

相談役にご登壇いただきました。浜松市のご出身で、

大学時代の研究会から卒業後入門、名跡を襲名、現在は

一般社団法人長唄協会の会長職にあって、江戸時代

から継承されてきた伝統文化、長唄の道を一筋に歩ん

でいらっしゃる第一人者です。日本の文化継承につき

大変興味深いお話をいただきました。

　3回目には、現在、静岡を中心に「イノベーション」という

手法を駆使し大活躍されている小島様から同郷県人に

向けた特別で得難いお話しをいただきました。静岡の

「まちづくり」の最新情報はとても興味深いものでした。

　4回目は、静岡朝日テレビからフリーアナウンサー

として活躍する片川様に「地域活性化におけるマスメ

ディアの役割」をテーマにお話いただき、メディアの

役割の変化などを勉強することができました。

　「ふじのくに講演会」は、ビジネス・文化・スポーツな

どを中心に、最新情報をピックアップし県人会会員同

士の交流を図っていく場として企画して参りたいと考

えております。是非とも皆様のご参加をお待ちしてお

ります。

ふじのくに講演会
担当理事　野田万起子 前世話人　神間達博

県人会活動❷

　４０歳になったのを機に２００９年に静岡県人会に

入会しました。私が初めて参加した県人会のイベント

はその年の総会・懇親会でしたが、参加者の皆様は

首都圏に出てきて成功を成し遂げられた方々が大半

だったこともあり、若い方が少ないと感じたことを覚え

ております。

　県人会の魅力は、同郷の縁もあり親子ほど年の離れ

た先輩方が親しく接してくださり、日常の中で出会う

人たちとは違った視点で交流し、一緒に活動できる

ことだと思います。この素晴らしいコミュニティーに

静岡県出身者であればどなたでも参加できるのに

若い方が参加されないのは大変勿体ないと感じ、もっと

フランクに県人会に参加できる交流の場があれば気軽

に参加できるのではないかと考えました。こうして、当時

一緒に広報部委員として活動していた若手３名で

バーベキューの企画立案に至りました。

　２０１３年１０月に愛好会として第１回を開催し、春と

秋、年２回のペースで企画して参りました。「静岡県出身

者、勤務経験者であれば、県人会員でなくとも参加可能。

是非ご家族、ご友人・知人をお誘いください。勿論

お一人様でのご参加も大歓迎です！」という触れ込み

で、これまで１１回を開催。出身地町村もほぼ静岡県

全域から、未就学児のお子さんから80代の大先輩まで、

延べ５６６名の皆様にご参加いただきました。「静岡

県人同士で交流できる機会がこれまで無かった。新鮮

で楽しい」、「同級生以外の同郷の知り合いができた」、

「気軽に参加できるのが嬉しい」と大変ご好評をいただ

いております。私はこのバーベキューを通して「ふる

さと静岡」を愛し懐かしみ、同郷人の繋がりを持つ楽し

さや温かさ、他にはない居心地の良さを感じていただ

けたらと思っております。

　ある参加者が友人を誘ってバーベキューに参加

され、その友人がまた別の友人を誘って再び参加する。

それが繰り返されたら、それこそ首都圏に在住している

静岡県出身者全員が繋れる日もいつの日か訪れるの

かもしれません。

バーベキュー交流会

県人会活動❸

県人会活動 県人会活動
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　平成18年「愛好会」発足と同時に
「オペラ鑑賞会」を立ち上げ14年に
なります。平成18年秋に早速、藤原
歌劇団「ラ・ボエーム」を観劇、参加者
は22名でした。
　その半数は「オペラは初めて！」と
言う方でしたので事前に解説やあら
すじをお送りして理解頂いて観る

ように工夫致しました。又オペラ上演
は原語ですがその数年前から舞台
横に日本語が出るようになりました
ので終了後の皆様の感想は「良くわ
かった！」「楽しかった！」など楽しんで
頂けたようでした。その後年1，2回
の観劇となり皆様楽しみにしてくだ
さっております。引き続き年2回開催

オペラ愛好会 世話人　平木章子
県人会活動❻

県人会活動❼

　『歌は世につれ世は歌につれ』と
言われます。
　素晴らしい歌の数々は時勢を反映
する鏡であり、その歌に自分の人生
を重ね、大切な思い出として人の心
に生き続けているものです。
　そして、それらの歌は感情の起伏の
そばにいて、喜び、癒し、慰め、励まし、
生きる勇気と希望を与えてくれます。
　静岡県人会のカラオケ会は、そう

した歌をマイクを通して仲間に伝え、
共感できる場です。飲み物と軽食で
くつろぎ、楽しく語らいながら気楽に
カラオケを楽しんでいます。
　演歌、歌謡曲から、民謡、ポップス、
シャンソン、ジャズ、ラテンに至るまで、
いろいろなジャンルの歌が飛び出し、賑
やかで楽しい一時を過ごしています。
　本会未加入でも参加大歓迎です。
参加ご希望の方は、名簿ご参照の上、

カラオケ愛好会 世話人　佐津川吉秀

県人会活動❽

　ゴルフ愛好会は年に2回、春・秋に
開催致しております。主に、東京・神奈
川・静岡と場所を変えながら開催致し
ております。会員の方がメンバーにな
られているコースを選択しておりま
すのでかなりお得なお値段でのプ
レーが可能となっております。直近で
は平塚富士見カントリークラブ（神奈

川）、富士国際ゴルフ倶楽部（御殿場）
でのプレーとなりました。
　どちらかのコースからも霊峰富
士が拝める素晴らしいコースでし
た。健康寿命年齢の維持向上には
ゴルフは最適なスポーツだと考え
ております。開催のご案内につきま
しては静岡県人会のホームページ

を目途に企画してまいりますので皆
様のご参加をお待ちしております。

世話人・佐津川（さつかわ）までご連
絡ください。

に早めに掲載致しますので奮っての
ご参加をお待ちしております。

ゴルフ愛好会 世話人　山田保博

　歩こう会の活動は、2013年に浜離宮からスタート
しました　当時の世話役は遠藤さん。
　年を重ねて森山さんの世話役ではあらかじめ下見
でコースを確かめられました。その後もこの伝統は渡
邉さんにも引き継がれ沢山の場所を歩きました。
　2019年は、３月３１日に「東京都台東区周辺の懐か
しい雰囲気に包まれた谷根千周辺の散策」として、8
名で日暮里駅から桜満開の谷中霊園、寛永寺、護国
院、根津神社を訪問しました。
　６月９日に「世田谷線沿線の散策＋歴史めぐり」とし
て、15名で小田急豪徳寺駅から井伊家のお墓があり
多くの招き猫を観音として祀る豪徳寺、吉良氏とかか
わりの深い世田谷城址公園、吉田松陰を祀る松陰神社
と約6㎞の距離を歩きました。
　楽しく続けて行けますように！！

歩こう会
県人会活動❹

県人会活動❺

　囲碁愛好会は毎月1回、土曜日（ほぼ月末土曜）の
午後2時から３～４時間、秋葉原の県人会分室で開催
しています。参加人数は日本棋院の伊藤義夫先生を
含め数人程です。伊藤先生が同時に数人相手に対局
してくださり、とても勉強になります。皆さん真剣に考
えているので、会場は静かな雰囲気ですが、時に失敗
してジョークなども飛び出し、楽しい雰囲気にもなり
ます。
　現在の会員は老人ばかりですので、囲碁の勉強で
老化の速度を緩める効果はあるとしても、囲碁がどん
どん強くなる、というところまではなかなかいきませ
ん。若い会員に参加してもらえると、違う効果も見ら
れそうですね。伊藤先生は８０代半ば過ぎの年齢なが
ら、今でも毎日囲碁の勉強を欠かさないご様子で、会
員たちの励みになります。
　今メディアによく取り上げられている囲碁棋士は、
10歳女性の仲邑菫（なかむらすみれ）初段で、大変強い
です。日本の囲碁界は韓国や中国にやや遅れをとって

いるようにも見えますが、仲邑さんなどの活躍でやがて
対等に戦えるようになるでしょう。特に女性のタイトル
戦は楽しみです。女性と言えば、最近いろいろな分野
で、女性の活躍が目覚ましいようです。戦争もない平和
な時代になれば、男性の出る幕は減るのでしょうね。
囲碁愛好会にも女性が入るようになると、ガラッと
雰囲気が変わってくるでしょう。
　囲碁の場合、ＡＩの台頭も気になります。プロ棋士は
ＡＩを使って勉強しています。ただ人間にはＡＩにない
「心」があるでしょう。囲碁においても勝敗だけではな
いのでしょうね。

囲碁愛好会

メンバー　小林庄一

世話人　岡田　淳

県人会活動 県人会活動
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県人会活動 県人会活動
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　静岡県人会創立１２５周年おめでとうございます。

立派な伝統を築かれ、ピーク時は１,０００人を超えた

会員数に敬意を表します。

 私が出会った頃の県人会は３００人程度でしたが、

先輩たちの歴史的な会勢に戻す使命を担いながら、

これからもがんばります。

　昨年の県内ニュースですが、日本で初めて開催され

たラグビー世界大会で、４試合に１７万人を超える

観客が袋井のエコパスタジアムで観戦し、各国の代表

チームの応援に沸いていました。大会後、静岡は全国

一の動員数だったことが発表され賞賛されました。

　一方、２０２０年の東京オリンピック大会では自転車

競技が伊豆で開催されます。東京の県人会でも、この

歴史的なレガシーに便乗して、県人会を益々盛り上げ

るチャンスと捉えます。　会員のみなさんも応援して

ください。

　本年は、この県内ムードを利用しながら会勢拡大に

頑張ります。みなさんのご支援を大いに期待致します。

静岡県人会125周年に寄せて
【株式会社アテナ　取締役会長】　渡邊順彦　副会長

125周年 会員寄稿

125周年を迎え思うこと

■ プロフィール

昭和11年生まれ。 静岡県島田市出身。中央大学法学部卒。
昭和43年　株式会社アテナ設立・創業、代表取締役社長就任。
平成15年　取締役会長就任（現任）
昭和51年　株式会社ジェー・シー・アイ設立・創業、

代表取締役社長就任（現相談役）
昭和54年　株式会社アテナシステム設立、

代表取締役社長就任
昭和60年　一般社団法人日本メーリングサービス協会、発足、

理事就任（現顧問）
昭和63年　社会福祉法人大井川厚生会設立　理事長就任。

特別養護老人ホーム永福荘開業
平成 9 年　東京商工会議所　議員就任。

（社会保障委員会委員長就任　現顧問）
平成11年　特定非営利活動法人日本チャリティプレート協会　

理事就任
平成25年　静岡県人会　副会長就任

一般社団法人日本外交協会　理事就任

東京五輪開催まで１，０００日前となる２０１７年１０月２８日、毎日新聞本社（パレスサイドビル）壁面を、
当社が制作した２０６の国と地域の国旗でデコレートしました。
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　『ふるさとの山に向かひて言うことなし、ふるさとの

山は有難きかな』これは石川啄木がふるさとの岩手

山をうたった歌です。

　ふるさとを想う心情を強烈に描いているのが6月

歌舞伎『月明り目指すふるさと』です。これは三谷幸

喜が初めて歌舞伎座で演出した作品で、実在の人物

伊勢の船頭、大黒屋光太夫を中心とした話を取り上

げて劇化したものです。主人公光太夫には松本幸四

郎、その他三谷作品にゆかりの深い松本白鴎、市川染

五郎、市川猿之助、片岡愛之助等そうそうたる役者が

出ているので迫力満点です。

　これは伊豆湯ヶ島で作家活動をした井上靖の小説

『おろしや国酔夢譚』でも描かれた物語です。この話

をもう少し詳しく追ってみましょう。

　18世紀後半江戸時代後期、大黒屋の息子光太夫は

商船神昌丸の船頭として17人の乗組員と共に伊勢を

出帆して江戸に向かいます。その途中激しい嵐に見

舞われ帆は折れ、大海原を漂流することになるのでし

た。漂流を始めて八カ月神昌丸はようやく上陸するの

ですが、そこはなんとロシア領のアリューシャン列島

アムチトカ島でした。異国の言葉、文化に戸惑いなが

ら島での生活を始めたが、飢えと厳しい寒さの中で

次々と仲間を失っていきます。日本への帰国の許しを

得るために、まずロシア本国にわたる必要から難破船

の機材を集めて船をつくります。船をつくり何とかカ

ムチャッカ半島を経て、オホーツクまで渡りました。そ

こからロシアの大地を奥へ奥へ進みます。目的はロシ

アの女帝エカテリーナに謁見するためサンクトペテル

ブルグに行くことです。当時日本は鎖国をしており、

ロシアとの交流はありませんでした。そこで女帝の重

臣からロシアに残って日本語の先生をやるように強く

説得されるが、あくまでふるさとに帰りたい光太夫の

強い気持ちが女帝の心に響き許しを得ることができ

ました。女帝はドイツ出身なのでふるさとを想う気持

ちを十分理解出来たのです。最終的には17名のうち

2名がロシアに残り、12名がなくなりたった3名だけ

がふるさとに向かいました。

　見知らぬ異国の大地でどんな困難に直面しても、

ふるさとに帰ることを決して諦めず、強い意志を持ち

運命と戦い続けた大黒屋光太夫の8年間の死闘の物

語で、実際に起こった話です。厳しい現実に直面すれ

ばするほど、ふるさとを想う気持ちがますます強くな

ることを学ばせてくれた歌舞伎でした。

ふるさとを想う心
【ワクコンサルティング株式会社　特別顧問】　澤村淑郎　相談役

125周年 会員寄稿

125周年を迎え思うこと
125周年 会員寄稿

125周年を迎え思うこと

　県人会の創立１２５周年を心からお祝い申し上げます。

　長きに亘って継続された会の運営には多くの諸先

輩方のご労苦があった事と思います。現会員の一人

として大変に嬉しく深く感謝申し上げます。

◎半世紀前の思い出

　もう５０年以上も前のことですが、新潟出身の父は、

静岡市内の新潟県人会に入っていました。同郷の仲

間による家族ぐるみの付き合いは、仕事に遊びにと幅

広く、それは強い絆で結ばれていました。携帯電話も

インターネットも無い時代、故郷から遠く離れた地

で、同郷の仲間が集うことには大きな意味があったで

しょう。仲の良い大人たちを見て「県人会って何だか

楽しそうだな」と子供心に思ったものです。

◎静岡県人会との出会い

　時は流れ、私は東京に出て数十年が経ちました。同

郷の付き合いは僅かで、自分が静岡県人だという意

識も薄れていました。たまたま仕事の関係で参加した

「ふじのくに交流会」で静岡県人会が会員募集をして

いました。そこで幼い日の父親の思い出が蘇り、即座

に入会申し込みをしました。そこに何があるのか知り

たいという好奇心でした。

◎今どきの県人会とは

　父は静岡ではよそ者であり、同郷の訛りが通じる仲

間と結束していたのかなと想像します。一方、現代の

県人会にはそんな深刻な背景はありません。同じ故

郷という共通項で直ぐに親しくなりますが、静岡県人

だけの輪に閉じこもることはなく、県人会の縁を通じ

てさらに人の輪が広がって行く、そんな場所だと感じ

ました。

◎これからの県人会

　東京一極集中には大きな危険を感じます。全国で

それぞれの地域が文化的にも経済的にも魅力ある街

に発展して行かなければなりません。私たちは静岡県

人という輪で、共有する故郷静岡を大いに盛り上げた

いものです。

静岡県人会創立125周年お祝い
【アオイネオン株式会社　代表取締役社長】　横山　巖　副会長

■ プロフィール

1953年　静岡市葵区安東の生まれ
1976年　慶應義塾大学経済学部卒業
アオイネオン株式会社　代表取締役
公益社団法人　日本サイン協会　会長
公益社団法人　静岡県屋外広告協会　会長
一般社団法人　日本プラスチックサイン協会　会長
東京都広告物審議会委員
趣味　45歳から始めたクラシックカー（JAF国際C級ライセンス）

■ プロフィール

1943年　伊豆下田出身。静岡県人会理事長から現在相談役。
1966年慶應義塾工学部管理工学科卒業。IHI技師から下田船渠
役員を経て、1976年日本IBM入社。IBM認定シニアコンサルタ
ントを経て、1994年ビジネスブレイン太田昭和（BBS）に入社。
BBSでは常務取締役コンサルティング本部長、専務取締役経営
改革本部長を歴任。グローバル・セキュリティエキスパートおよび
PLMジャパン代表取締役社長を経て、現在ワクコンサルティング
およびLIBコンサルティング特別顧問。教育研究実績として、東京
理科大学大学院客員教授、流通経済大学経済学部教授。著書と
して『戦略実行力のマネジメント』（ダイヤモンド社）、経営改革の
イロハ等多数。

光太夫の足取り 歌舞伎チラシ
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1953年　静岡市葵区安東の生まれ
1976年　慶應義塾大学経済学部卒業
アオイネオン株式会社　代表取締役
公益社団法人　日本サイン協会　会長
公益社団法人　静岡県屋外広告協会　会長
一般社団法人　日本プラスチックサイン協会　会長
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光太夫の足取り 歌舞伎チラシ
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　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、創立１２５周年を迎え、会報「静岡県人」

創立１２５周年記念号を発行できますこと、誠におめで

とうございます。一般社団法人化を実現してからも

既に５年間超に至りました。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いたします。

　理事長を退任以来、個人的には会の活動に十分に

参加できない状況が続いておりますが、植松理事長

をはじめとする理事会メンバーを中心に、静岡県人会

の諸活動も順調に遂行され、交流会活動なども活発

に行われているようで、安心しております。とはいえ、

一般的にふるさととの繋がりも希薄となる昨今の風潮

の中で、長年の課題である会員数の増強については

道半ばではないかと推察しています。世の中では、

ラグビーのワールドカップに続いていよいよ東京オリン

ピックの開催が近づき、静岡県においても一部競技

の開催が行われることもあり、さまざまな活動が予定

されています。このような機会を利用して、静岡県人会

としても、ふるさと静岡県との繋がりを強化し、協調する

活動を企画し、会員増強に利することに努めるのは

いかがでしょうか。

　個人的には、過って滞在していたヨーロッパで知り

合った人々と定期的に会食をしたり、ゴルフをしたり

することを既に３０年以上、特にゴルフは富士山の

見える静岡県のゴルフ場で、続けています。静岡県人会

の色々な活動の中から、このような小グループが

生成され、それが続くようなことができればよいと

思います。

　これからさらに、直近では１３０周年記念に向かっ

て、そしてそれが更に継続していくように、色々なアイ

デアと実践の努力を続けていただきたいと念じてい

ます。

静岡県人会125周年を迎えて
【森嶋正公認会計士事務所】　森嶋正　相談役

　平成元年バブルの真最中、今とは違う浮かれた時

代でした。

　アルバイトや単純作業で１日２万円以上、まともな職

人たちより収入が多いこの時代に、職人を育てる建築

会社を創ろうなど、まともな人間の考える事ではあり

ませんでした。誰に相談してもやめた方が良いと言わ

れたため、誰も真似しないことを確信し創業しました。

ベテランを数名確保するも、新人となると中々いませ

ん。設計や監督希望の学生達へ大工の面白さを発信し

続け、平成二年に漸く大卒１名を迎え入れました。それ

以来、静岡県内で毎年１～２名程度を採用することが

出来ましたので、全国で探せば５０～１００名はいる筈だ

と。「明治以前の建物は設計・監督・営業を大工の棟梁

が全て行った。大工とは本来、今のようなただの技能

作業員ではない。人を育てられる頭の良い人格者だ。

ものづくりの醍醐味を、頭と体を使って生涯をかけて

追求していく職業だ。」と説いて回りました。すると案の

定、全国の有名大学などから１００人を超える大工希望

者が毎年応募してくるようになり、次第に他の部門へ

の相乗効果も表れ、いつしか当社への応募数は毎年１

０００名を超えるようになりました。

　現在では静岡県および首都圏を中心に事業を展開

し、全社員６００人、内大工を含む技能社員が３００名、

設計・監督・大工・多能工（型枠・鉄筋・仮設他）などの

主要な建築工程の内製化に成功した業界で唯一無二

の存在となるに至りました。

　金を稼いでも上の下、仕事をやり続けて上の中、人

を育ててこそ上の上。尊敬する後藤新平さんの言葉

が、私の起業の原点なのです。

　私は現在７１歳ですが、まだまだ続けます。今生まれ

てくる子供の三倍もいる団塊世代が働かなければ

きっとこの国のシステムは崩壊するでしょう。以前は、

老害とは若者の邪魔をする人間のことを指しました

が、これからの日本はどうなのでしょうか？

私の夢、匠千人。生きている間に達成できれば、、　

最高です。

日本一の大工集団を目指し創業
【株式会社平成建設 代表取締役社長】　秋元久雄　相談役

125周年 会員寄稿

125周年を迎え思うこと
125周年 会員寄稿

125周年を迎え思うこと

■ プロフィール

1948年静岡県伊豆市修善寺生まれ。大手デベロッパー、ハウス
メーカー、地元ゼネコンにてトップ営業マンとして活躍。建設業界
に蔓延する丸投げ、下請け構造が有能な大工・職人の活躍の場を
制限し、作業員化させていることを痛感。顧客と大工の関係性も
希薄化している現状に「このままでは世界に誇る日本建築や大工
の精緻な技術が廃れてしまう」と1989年、41歳で株式会社平成
建設を静岡県沼津市にて創業。大工や職人として大学や大学院
卒の優秀な学生を採用するという従来にはなかった手法で職人
を育て、建築の主要な工程をすべて自社でまかなう『内製化』シ
ステムを構築。業界の常識を覆し、200名を超える大工集団を形
成するに至る。2011年に大工集団を育成するシステムが組織形
態として初めてのグッドデザイン賞を受賞。2013年経済産業省
による「おもてなし経営企業選５０」に選出。著書に『高学歴大工集
団』（PHＰ研究所）、『「匠・千人」への挑戦』（河出書房新社）、『異端
児』（PHP研究所）がある。

社内で毎年２回実施している
大工技能検定試験の様子
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　静岡県人会の創立125周年にあたり、心よりお祝

いを申し上げます。

　当会は静岡県出身者の心のよりどころであり静岡の

応援団です。これまで会の運営にご尽力された先達を

はじめ、関係者の皆さまに心より敬意を表します。

　さて私は、新聞記者であった父の転勤によって全国

を転々として育ちました。昭和20年に父が静岡支局

に赴任したため、私も駿府城の傍らの静岡大付属小

学校に入学しました。その後、同年6月の静岡大空襲

を経験した私たち家族は、父の故郷である袋井に腰

をすえることになり、私は高校を卒業し上京するまで

袋井の地で青春を過ごしました。

　豊かな自然に囲まれ、山や川を遊び場として過ごす

一方、転校した小学校は「刮目小学校（現袋井市立袋

井東小学校）」という校名で、文化の香り漂う地でもあ

りました。その頃、マキの木の垣根を行き来していた

隣家の下級生が、現袋井市長の原田英之氏です。

　今は原田・足立両家とも当時の家屋はありません

が、原田市長とは縁あって再会し、私も袋井市の「輝く

“ふくろい”まち・ひと・しごと創生会議」に参加すること

となり、微力ながら袋井の未来に向けた提言をさせて

いただいています。

　袋井市は少子高齢化のわが国にあっても人口が増

加傾向にあり、若い市民が多い稀有な自治体です。原

田市長のリーダーシップのもと、生涯活躍など時代を

先取りした取り組みやICTの活用などを推進されてい

ます。また、経済産業省が進める「未来の教室実証事

業」に弊社と共同で参画し、デジタルドリルの導入に

よる子供たちの個性や興味に合わせた学習の最適化

や先生方の業務効率化などの実証を行い、未来の子

供たちにふさわしい学びのあり方を模索しています。

私は、新たな試みに果敢に挑戦する袋井市の未来に

大いに期待しています。

　最後になりますが、これからも県人会の活動を通

じ、ともに静岡の未来を語りふるさとを応援していき

ましょう。静岡の一層の発展と静岡県人会の隆盛を心

より祈念いたします。

静岡県人会125周年に寄せて
【凸版印刷株式会社　特別相談役】　足立直樹　相談役

　今年も全国各地で自然災害が多発していますが、

静岡県は幸いにも平穏なうちに過ぎようとしておりご

同慶の至りです。日本一の高い山と深い海に恵まれ

た我が県に生まれ育った私は、今までどこの国に行っ

ても胸を張って“Ｉ was born at the foot of M’t　

Fuji”と伝えると、皆さんが羨ましがってくれます。誇

らしいことです。

　私の出身地に近い「柿田川」の水量が2000年初頭

から9年間減少傾向でしたが、その後は増加し、今年

の8月は、日量120万トンになったそうで、雨量によっ

て左右されることもあるでしょうが胸をなでおろして

います。

　しかし、地球上では、環境の悪化は、確実に進んで

おり、身近なところでは、夏の酷暑、台風の頻回な来

襲は、私たちを不安にさせています。今年の台風で我

が家も庭木が折れたり、屋根瓦がずれて雨漏りが30

年ぶりに発生しました。今までなかったことなので、来

年が心配です。

　国連で今年発表された日本国民の幸福度ランキン

グでは、世界156か国にうちまた下がって58位、県別

では日本総研によれば、47都道府県のうち静岡県は

直近の調査では13位だそうです。都市別にみると、人

口50万人以上の政令指定都市20の内「浜松市」が第

一位にランクされました。自治体としての財政が健全

であり、出生率も上がり、雇用環境も安定し、健康・生

活分野も3位以内だからだそうです。我が国の代表的

な都市の中でトップとは凄いことです。

　各自治体が実施している「幸福度」調査によると、性

別・年齢層によって異なっており、一概にはいえない

ので、何に比べて、誰に比べて、どこに比べて、いつに

比べて「今の自分は幸せか」を5段階で評価している

そうです。

　所詮、「幸福とは」今の自分がどう感じているかです

から、「脚下照顧」自分なりに悔いのない毎日を楽し

み、社会と交流し、持続可能な社会の実現にも心を巡

らし、「令和」の元号にふさわしい「美しくて、豊かな、安

心・安全な社会」への発展を願うのみです。

“幸運とは”
【KKベネフィット・ワン　特別顧問】　石河正樹　相談役

125周年 会員寄稿

125周年を迎え思うこと
125周年 会員寄稿

125周年を迎え思うこと

■ プロフィール

昭和8年（1933年）10月　静岡県三島市に生まれる。
三島東小学校、県立沼津東高、一橋大学を経て安田火災海上に
昭和31年（1956年）に入社。
38年間勤務後、平成12年株式会社パソナ顧問として入社、KK
セーフティネット（メンタルヘルス専門会社）、KKメディカルアソ
シア（医療関係人材供給会社）を経て、現在KKパソナ・メディカル
ツーリズム担当特別顧問、KKベネフィット・ワン特別顧問、NPO
法人日本メディカルセクレタリー機構顧問、西武文理大学サービ
ス経営学部特命教授、一般社団法人ディレクトフォース顧問、東
京Uクラブ（首都圏大学東京支援団体）監事

子ども刮目塾　開塾式
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　私は静岡県島田市生まれです。緑茶生産地・牧の原

茶園の一画で育ちました。そんな小学生の頃、近所の

工場の親父さんが、お茶機械の発明で特許取得し、今の

金額で何百万円を得たとの話をしてくれました。

改良・発明等でも儲かることを聞くと共に、この特許

取得のための手続きをしてくれるのが弁理士という

職業で静岡県には当時２名がいるよ（昭和30年当時）

と。君もアイデアなどが好きだから面白いかも。と

言われ、貧乏家庭の私（高校も夢）の将来の職業選択

の一つになっていました。

　そんな私でしたが、夜間の大学に入学後の大学４年

のときに、ある小さな会社社長と共同で開発・発明し

て製品化したのが、今でも使われている「エアーポット」・

魔法瓶内に入っている湯を一押しするだけで、湯を注ぎ

足すことができる器具で、当時（昭和43年当時）に

大ヒットでした。こんな発明ができたことから大学卒業

後において数年猛勉強して弁理士試験に合格。この

とき静岡県人会入会。弁理士となって約45年。小学校

での夢のときから約65年余。現在、東京赤坂にて特許

取得支援で特許事務所開業中です。

　大発明の元祖と言われるエジソンは米国人。この

頃になって何と日本にも、エジソンの功績を湛えて

いる場所が解り、京都府八幡市に行きました。石清水

八幡宮境内で参拝（写真ご参照）。エジソンの発明した

電球フィラメントに、この場所の竹が実際に使われ、

書物では孟宗竹の10年もので、適宜乾燥させて太さ

約０．３ミリ。これで電球完成。この試作は、約千回以上

を超えているとも。当時でも、現在でも、製造業の改良・

発明は失敗があってこそ成功ありとのことです。その

　父の実家は伊豆長岡、母は伊東、父の仕事の関係

で18歳までに10回住まいを変えた。ただ、沼津市の

愛鷹の2年間以外は伊東、沼津市内浦、三島と全て伊

豆。東京に来てから出身は？と問われると答えに窮し、

高校は韮山高校とか、現在実家のある三島とか、もし

くは伊豆とか答えてきた。

　そもそも高校生まで静岡県にいたが、静岡市より

西は中学の関西への修学旅行の時に電車で通過した

だけ。従って、静岡県人の自覚より、自分は伊豆の人、

静岡県東部の人間といった認識しかなかったのが実

際のところである。静岡県人会があることも50歳を

過ぎても知らなかった。

　私の育ったところは富士山に近い。伊東、愛鷹では

富士山が良く見えなかったが、他は全て素晴らしい富

士山が見える。絵にはならないと言われるほど整った

景色の内浦淡島の先に見える富士、箱根中腹の三島

市坂地区から畑と山の先の富士、韮山駅から高校ま

での道すがら田んぼの先の箱根と富士両方のすそ野

まで見える大きな富士。ハイキングでいった達磨山か

らの富士、箱根十国峠の富士これも素晴らしい。伊豆

西海岸から海の先の形良い富士。これも捨てがたい。

　従って富士は伊豆だと思っていたが、日本平からの

富士、富士山空港からの富士もすばらしい。そうか静

岡県は富士の国かと思いつくと静岡県に愛着がわく。

そうなると静岡県が気になる。卓球の水谷も伊藤も

静岡県出身と聞くと応援に熱がこもる。いやはや自分

ながら偏狭だと嫌になりつつも、静岡県関係のもの

が評価されるとうれしくなる。

　今日も汐留のオフイスから丹沢の上に雪をかぶっ

た富士が見え、丹沢と箱根の間に愛鷹山、箱根の奥に

天城山が見える。満足。

　偏った郷土愛かもしれないが、ここから大きく日本

への愛、世界への愛とこれからも広げてゆきたいも

のである。

出身は？
【ANAホールディングス株式会社　顧問】　大川澄人　相談役

125周年 会員寄稿

125周年を迎え思うこと
125周年 会員寄稿

125周年を迎え思うこと

他の職業・仕事にも言えます。

　ところでこの度は静岡県人会125周年とのこと。

おめでとうございます。

　静岡県出身で幼少時より発明に触れ、静岡県民の

方々に、機械・電気関係の改良発明等の支援ができ

ますれば、大発明家エジソンには遠く及びませんが、

一隅を照らせることを希望します。

エジソン記念碑に参拝して
【岩堀特許事務所 所長】　岩堀邦男　相談役

■ プロフィール

伊東市生まれ　沼津市立内浦小学校入学、沼津市立愛鷹小学
校、三島市立坂小学校卒業、三島市立坂中学校入学、三島市立北
中学校卒業、静岡県立韮山高校卒業、現在ＡＮＡホールディング
ス株式会社　常勤顧問

■ プロフィール

1944(昭和19)年生まれ。 静岡県島田市出身。1963年 島田高校
卒業、1967年 東海大学第二工学部　機械工学及び電気工学
卒業。1975年 弁理士試験(国家試験)合格、1980年　東京赤坂
にて岩堀特許事務所開業。東海大学工学部　知的財産権の非常
勤講師として1990年から約25年間勤務。2018年 静岡県人
会相談役拝命。2020年 現在岩堀特許事務所開業中。
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出身は？
【ANAホールディングス株式会社　顧問】　大川澄人　相談役

125周年 会員寄稿

125周年を迎え思うこと
125周年 会員寄稿

125周年を迎え思うこと
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【岩堀特許事務所 所長】　岩堀邦男　相談役

■ プロフィール

伊東市生まれ　沼津市立内浦小学校入学、沼津市立愛鷹小学
校、三島市立坂小学校卒業、三島市立坂中学校入学、三島市立北
中学校卒業、静岡県立韮山高校卒業、現在ＡＮＡホールディング
ス株式会社　常勤顧問

■ プロフィール

1944(昭和19)年生まれ。 静岡県島田市出身。1963年 島田高校
卒業、1967年 東海大学第二工学部　機械工学及び電気工学
卒業。1975年 弁理士試験(国家試験)合格、1980年　東京赤坂
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　静岡県人会が125周年を迎える運びとなり慶賀の

至りです。

　静岡県人会は現在は支部がなくなり一本化されて

いますが、以前は支部があり杉並支部は歴史ある

支部でした。

　私はその杉並支部長を20年以上つとめました

ので、それが現在につながっているのを考えますと

人一倍感慨深いものがあります。

　私は昭和10年8月1日生まれの満84才です。

　これまで歩んできました84年を仕事と人生の両面

から綴らせていただきます。

　私が生まれたのは現在の島田市です。当時は榛原

郡初倉村でした。

　母は牧之原市（旧榛原郡勝間田村）出身、家内は

島田市出身です。

　父は職人でした。東京で仕事がしたいという父の

意向で幼少の頃両親と上京しました。

　父は職人の家業を長男の私に継いで欲しがって

いましたが、私が継ぐ意思がないと知った父は、鉄筋

コンクリート組立塀（通称万年塀）に転向してしまい

ました。

　父の転向は私に後を継いで欲しい為ということは

私には痛い程分かっていましたので高卒後は大学

進学を諦め家業を継ぎました。

　私の夢は住宅資材の卸売業でしたが、働きながら

チャンスを待ちました。先ず昭和38年に法人組織化

し、株式会社永田商会を設立しました。その2年後の

昭和40年にエクステリア商品（門扉・フェンス・カー

ポート等）の規格品が出現しました。 規格品時代の到

来です。私はこのエクステリア商品の卸しこそが私

に与えられた使命と受けとめ、代理店権利獲得に全力

投球し実現しました。

　東証一部上場の大手メーカーの代理店になれた事

がその後の私の人生に大きな幸運をもたらし、倅も

後継してくれて今年で会社設立57年目に入って

います。楽しきかな人生。

　健康万歳‼　事業万歳‼　人生万歳‼　

　静岡県人会万歳‼

私の仕事と人生
【株式会社永田商会　代表取締役会長】　永田義博　相談役

　このたびは、静岡県人会創立125周年、誠におめで

とうございます。心よりお祝い申し上げます。

　現在は東京目黒に住んでいますが、私が経営する

グループ会社のうち3社が静岡にあることから毎週

金曜日は、静岡に来て仕事をさせて頂いております。

これからも静岡県人会の会合にはできる限り参加し

ていきたいと思っております。

　私の実家は島田市にありました。島田市金谷に住

んでいた時からの幼なじみである県人会の川合会長

とは、今も永いお付き合いをさせて頂いております。

　私は昭和18年生まれで、高校まで静岡で過ごして

きましたが、丁度この期間は戦中、戦後と激動の時代

でした。島田市でこの時期を生き抜いてきたことが、

私の人生の礎を築き、今の自分があると考えていま

す。現在の日本の平和と繁栄は、戦争で犠牲となられ

た方々と先人の尊い努力のおかげであることを私た

ちは忘れてはならないと思います。

　地方の過疎化が進むなか、愛すべき「郷土静岡」の更

なる発展と静岡出身の方々にとって誇れる暖かい故郷

であり続けられるように、静岡県人会の活動が静岡へ

の人、物の流れを活発にし、産業・経済の発展・活性化

につながり、暮らしやすい豊かな郷土となるよう微力で

はありますが、今後も精いっぱい尽力する所存であり

ますので、宜しくご支援をお願い申し上げます。

これからも熱いエールをふるさとに
【シグマホールディングス株式会社　代表取締役会長】　平澤力　相談役

125周年 会員寄稿

125周年を迎え思うこと
125周年 会員寄稿

125周年を迎え思うこと

■ プロフィール

静岡県人会　相談役
昭和10年8月1日生まれ　亥年　血液型Ｏ型
静岡県島田市出身
5男1女の長男　子供2人（長男・長女）・孫3人

昭和37年　結婚
昭和38年　株式会社永田商会設立　代表取締役社長に就任
昭和40年　エクステリア製品の代理店権　取得
昭和48年　卸売業に業態転換
平成6年　  東京国税局長納税功労表彰
平成14年　国税庁長官納税功労表彰
平成17年　財務大臣納税功労表彰
平成23年　財務省より推挙され、納税功労により「旭日双光章」を受賞
平成25年　創立50周年を機に長男に社長を譲り代表取締役会長に就任
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　我家近くの銀杏並木は暖冬のせいか美しい黄葉に

はならずに散りました。早い一年であって、改めて振り

返ると喜怒哀楽の様々な出来事が多く、小さな出来

事は記憶から消えて思い出せずにおります。

　本業の画業は変わらず、秋に向けて二百号のキャン

バスに試行錯誤は続いており、健康に纏わるボラン

テイア活動、そして富士山女子大学駅伝の支援活動

が大きな柱にあります。

　駅伝に関しましては１２月２９日の開催式に参加致し、

静岡県代表選手、監督、コーチの方々へ皆様から寄せ

られた支援金を激励の言葉を添えて手渡しております。

３０日の朝、１０時に富士山を背に凜とした空気の中、

浅間神社前から各大学２６校プラス静岡選抜が

スタートします、ドラマの始まりです。フジテレビ系全国

放送。

　そんな訳で主婦としての私はおせち料理に腕を

振るうことが出来ずに、娘達の作る料理を当てにして、

迎える正月になっております。まあこれも世代交代

で良かろうと思っております。

　第４次産業革命に突入したと云われ、音を立てて

変容して行くであろう世界、社会の中、心の持ち方、

生き方を問う齢を重ねた自分がおります。端近でも

よい居場所作りに惜しまず前向きに努めたいと細やか

な望みでもあります。残された可能性のスイッチを

オンにして、人生の卒業式を迎えるその日までゆったり

と歩みましょう！　

　そして１２５周年静岡県人会に乾杯！！

静岡県人会１２５周年を迎えて
【独立美術協会 会員/ふじのくに名誉観光公使】　森山杏子　相談役

第２回ふじのくに講演会にて2016年富士山女子駅伝の応援

　静岡県人会創立１２５周年おめでとう存じます。

　１２５年前は時代でいえば、明治２０年代後半にあたり

ます。当時の静岡と東京の距離感は想像のつかない

程遠方で、行き来は困難を伴ったことと想像いたします。

その東京において同郷の人々が集うことの絆は大変

強いものであったと思います。

　私が東京に出て来たのは６０年前、高校進学の時でし

た。その頃浜松～東京は普通列車で６時間以上、数年

後に準急「東海」が運行するようになり、４時間くらい

に短縮され、帰省が楽になりました。

　マニアではありませんが、今でも鉄道旅行が好き

で、1ヵ月に数回、新幹線を利用しています。飛行機と

異なり、チェックイン、乗降の安直さから博多へももっ

ぱら新幹線です。車窓の景色を楽しむためあまり眠る

こともありません。退屈しないのは、やはり我等の

富士山、駿河湾、浜名湖の静岡県です。座席は必ず山側

を指定し「今日の富士山」のタイトルで、フェースブック

に投稿しています。沿線の景色が、起伏、変化に富ん

でおり、眼を楽しませてくれる静岡県ですが、近年残念

に感じておりますのは、無機質、殺風景なソーラー

パネルに覆われて、馴染の景色が減少しております。

舞阪近辺の養鰻池は、同じ人工の景色でも、水車の廻る

池は懐かしく思い返されます。高齢化、人手不足など

社会事情もお有りかと思いますが、自然、緑、水質を

壊すことのない開発を、各界の英知を結集して推進

していただきたく思います。

　永く離れていても出身地の情報はいまだに気に

かかります。

　所縁の地に戻って暮らすのもいいな、と思えるよう

な心地の良い所となることを願います。

静岡県大好きです
【一般社団法人 長唄協会 会長】　芳村伊十郎　相談役

125周年 会員寄稿

125周年を迎え思うこと
125周年 会員寄稿

125周年を迎え思うこと

■ プロフィール

満州奉天に生まれる。独立美術協会、会員推挙＜１９８５＞新国立
美術館、独立美術展、毎年出品。安田火災美術財団奨励賞展。
ジュンヌ・バーク展＜オンワードギャラリー・名古屋丸栄＞。“ＰＲＥＳ
ＥＮＴ 時”＜京都ギャラリー・ビルゲート＞以降、毎年。現代美術日
本・韓国展＜ソウル＞。独楽の会。凛寮展＜髙島屋東京、京都、大
阪、名古屋＞。日米交友絵画展＜米国、ニューヨーク＞。バラをつ
どう 日本画・洋画百人展＜髙島屋東京＞。
個展＜髙島屋東京、京都、大阪＞以降、四回。その他、グループ
展、多数。作品収蔵［浜松市美術館、京都日赤第２病院、その他］

■ プロフィール

昭和19年（現）浜松市館山寺町生まれ。
浜名郡庄内村北庄内小学校、静岡大学附属浜松中学校、日本大
学第三高等学校、日本大学芸術学部演劇科卒業。
昭和38年　三代目杵屋栄蔵に入門
昭和45年　五代目芳村金五郎襲名
昭和54年　十一代目芳村伊三郎襲名、家元を継承
昭和63年　伊三郎のまま八代目芳村伊十郎を襲名
平成11年　家元五代目杵屋栄蔵を継承
平成17年　一般社団法人長唄協会会長就任
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静岡県大好きです
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125周年 会員寄稿

125周年を迎え思うこと
125周年 会員寄稿

125周年を迎え思うこと

■ プロフィール

満州奉天に生まれる。独立美術協会、会員推挙＜１９８５＞新国立
美術館、独立美術展、毎年出品。安田火災美術財団奨励賞展。
ジュンヌ・バーク展＜オンワードギャラリー・名古屋丸栄＞。“ＰＲＥＳ
ＥＮＴ 時”＜京都ギャラリー・ビルゲート＞以降、毎年。現代美術日
本・韓国展＜ソウル＞。独楽の会。凛寮展＜髙島屋東京、京都、大
阪、名古屋＞。日米交友絵画展＜米国、ニューヨーク＞。バラをつ
どう 日本画・洋画百人展＜髙島屋東京＞。
個展＜髙島屋東京、京都、大阪＞以降、四回。その他、グループ
展、多数。作品収蔵［浜松市美術館、京都日赤第２病院、その他］

■ プロフィール

昭和19年（現）浜松市館山寺町生まれ。
浜名郡庄内村北庄内小学校、静岡大学附属浜松中学校、日本大
学第三高等学校、日本大学芸術学部演劇科卒業。
昭和38年　三代目杵屋栄蔵に入門
昭和45年　五代目芳村金五郎襲名
昭和54年　十一代目芳村伊三郎襲名、家元を継承
昭和63年　伊三郎のまま八代目芳村伊十郎を襲名
平成11年　家元五代目杵屋栄蔵を継承
平成17年　一般社団法人長唄協会会長就任
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　先日、外国からお客さんがいらっしゃったので、久し

ぶりに帰省し、島田を案内しました。世界一長い木造

歩道橋として知られる蓬莱橋にまずは連れていった

のですが、橋を歩いている人たちほとんどが外国人

観光客で、今まで見たことのない光景に遭遇しまし

た。国際便で静岡空港に降り立った方たちだったとお

見受けしました。

　静岡と世界のつながりは、しばしば感じる機会があ

ります。

　2005年にご縁があって、ロサンゼルスの静岡県人

会のみなさんと関わりを持つことができました。あち

らの静岡県人会は、1905年にロサンゼルスで設立さ

れた「駿豆親睦会」が起源です。南カリフォルニアに移

住した方々の多くが、駿河国と伊豆国出身の方だった

からでしょう。その後、組織改称を経て、南加静岡県人

会が100周年を迎えた2005年に記念誌を発行する

ことになり、日米文化交流史を研究するために留学し

ていた私もお手伝いする機会に恵まれました。１ヶ月

船に乗って渡米するような時代に、異国で同郷の人と

情報を共有しあい、親睦できる互助会がいかに心の

よりどころとなったか、古い史料を整理しながら、思い

を馳せたことを思い出します。1894年に発足した東

京の静岡県人会も、先人の心のよりどころとして重要

な役割を果たしたのであろうと容易に想像できます。

　現在、大学業務の一つとして、グローバル人財の育

成プログラムにたずさわっています。世界を舞台に活

躍したいと考えている志の高い学部生が集まってく

るのですが、その中に、静岡出身の優秀な学生もいま

す。地球温暖化はじめ地球規模の喫緊の課題が眼前

に迫る中、持続可能な社会の実現に向けて、静岡とゆ

かりのある若人が活躍してくれることを期待しつつ、

それを実現できるよう私も教育に邁進したいと思い

ます。

静岡県人会125周年に寄せて
【東京大学大学院総合文化研究科准教授】　板津木綿子　顧問

　静岡県人会創立１２５周年誠におめでとうございます。

　静岡県清水市（現静岡市）に生を受けた者として一言

お祝いの言葉と私の故郷についての思い出を綴りたい

と思います。

　１９５９年上皇・上皇后両陛下のご成婚パレードを拝

見する為に父親が財布を叩いて購入したテレビの搬

入の日、１９６４年東京オリンピックに備えて又また父

親が財布を叩いて購入したカラーテレビの搬入の日

を清水の実家の思い出として明確に覚えています。

　しかし、やはり清水の最大の思い出は小、中、高の

友達と富士山です。東京で、又、時には旅行を企画し

て幼い頃からの友人達と一杯やるひと時は格別な時

間です。不思議に会った瞬間にその時代の子供に戻

れる気がします。

　又、東京にいる時、大阪に赴任していた時、米国ボ

ストンに赴任して帰国した時、その合間、合間に臨む

明峰富士の眺めのその美しさ、懐かしさ、厳かな姿に

何故かうれし涙を何度も流したことが静岡県人の証

ではないかと思います。

　静岡県人会には１０数年前から参加させて頂いて

おりますが、県人会で知り合った山下さんのお父様が

経営する『駿河湾　さんせん』に時々お邪魔して駿河湾

の美味しいお魚と私の同級生の鈴木君が心を込めて

醸造している『臥龍梅』を楽しんだり、会社の静岡県

出身の部下を県人会に連れていったりして私自身が

静岡県人会の一員であることをエンジョイしています。

　心の拠り所である静岡県人会が１３０年、１４０年更

には１５０年と繁栄しながら継続していく事を期待して

おります。

　その為に本当に微力ではありますがお手伝いさせ

て頂きたいと思っておりますので今後とも何卒宜しく

お願い致します。

静岡県人会創立125周年に寄せて

母校清水東の後輩高校生が当社パン酵母工場来社時の様子江戸川区は旧中川でカヤックを漕ぎ、スカイツリーを望む筆者

【オリエンタル酵母工業株式会社　取締役社長】　中川真佐志　顧問

125周年 会員寄稿

125周年を迎え思うこと
125周年 会員寄稿

125周年を迎え思うこと

■ プロフィール

静岡県島田市出身。東京大学大学院総合文化研究科准教授。静
大附属島田中、島田高校を経て、津田塾大学で学士号、修士号取
得。フルブライト奨学生として南カリフォルニア大学に留学し、同
大学より博士号（歴史学）を授与。

■ プロフィール

昭和３０年２月１９日静岡県清水市（現静岡市）生まれ
入江小学校、清水第八中学校、清水東高等学校、立教大学法学部
卒業
オリエンタル酵母工業株式会社　取締役社長
（株式会社日清製粉グループ本社常務執行役員）
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　静岡県人会創立125周年おめでとうございます。

今日を迎えるに当たり、関係者の皆様のご苦労は

並々ならぬことだったと拝察いたします。

　私自身は数年前に何もわからないままお誘いを受

け、入会させていただきました。いろいろな会員の

方々とお話をさせていただく機会があり、とても嬉し

く思っております。高校3年迄の18年間掛川市に住ん

でいましたが、その後東京、岐阜などを経て、現在横

浜に住んでいます。私の人生のなかでも静岡に住ん

でいたのはそれほど長くはないのですが、心の故郷と

して切り離せません。新幹線の掛川駅に降り立つと理

由はわかりませんが、なぜかほっとするのです。きっと

皆様も出身地に身を置いた時、同様の感覚になるで

しょう。ときどき「貴方の出身地はどこですか？」と聞か

れて、「静岡です」と答えますと必ずいい所ですね ！ と

言われます。確かに静岡は気候も温暖ですし、食べ物

も豊富ですので日本一住みやすい県だと思っていま

す。皆様は如何でしょうか。ただ今の状況にのんびり

甘んじないで、これからは子育てにふさわしい県とし

ての魅力が必要になるのではないでしょうか。

　私の住んでいるマンションのベランダからは毎日

素晴らしい世界遺産の富士山を眺めることが出来ま

す。今まで30回以上海外に旅をしていますが、富士山

のような素晴らしい山を見たことがありません。

　所で、いよいよ2020年東京オリンピックが近づい

て参りました。たまたま招致活動に少し携わりました

私故、ぜひ素晴らしい大会になることを願っている今

日この頃です。

　最後になりますが、静岡県人会の益々のご発展と

会員の皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。

静岡県人会創立125周年に想うこと
【NPO日本バドミントン指導者連盟会長】　中山紀子　顧問

　年号が平成から令和に代わった昨年の５月から、熱海

市の市民大学の講師をつとめている。ＮＨＫの先輩から

懇願されたのがきっかけで、故郷への恩返しと思って

引き受けたものの、月１回の９０分にわたる“授業”は

思いのほか難物だった。

　カリキュラムは「皇位継承と元号」に始まり、世界や

日本の課題となっている「巨大地震」「地球温暖化」

「AI」「キャッシュレス社会」「少子高齢化社会」等々。

講義を受けるのは、私の兄妹にあたる世代の７５歳前後

の方々。これらの時事問題をいかに分かりやすく伝える

か苦闘する毎日だった。

　１回の講義のために関連の書籍を１０冊は購入し、

新聞のスクラップ、ネットでの検索とＮＨＫの記者時代

よりも大変な日々を過ごした。

　「巨大地震」の講義では、伊豆半島はもともとフィリ

ピンプレートに乗っている海底火山で、これが数万年

をかけて移動して本州と合体し半島になったなど、

なるべく興味がわくようにといった説明を心掛ける。

この時の受講者の反応が気になり、「へえ～」といった

反応が出てほっとする。

　特にインターネットやデジタル関係の講義は、伝える

のに苦労する。進歩著しい「ＡＩ」（人工知能）の説明で

は、ＮＨＫがヤマハと共同でＡＩを使って制作した「ＡＩ美

空ひばり」の映像を流し、ＡＩの能力はここまでのこと

が出来ることを理解してもらった。

　地球温暖化や廃プラスチック問題は、生活に不便

でもプラスチック製品の過度な使用はやめること、

自分たちに出来ることを少しでも実践してみることを

勧めた。

　それにしても、年老いてなお学ぼうとする向学心に

は正直頭が下がる。ＡＩを大きく進歩させた技術に

「ディープラーニング」（深層学習）という手法がある。

ＡＩに膨大なデータを与え、ＡＩ自身が自ら学習していく

というものだが、今の日本人に欠けているのは、この

「ディープラーニング」かも知れない。

　故郷への恩返しと引き受けた市民大学の講師だ

が、私にとってはまたとない“学び直し”のきっかけと

なった。古希を迎えた今、ディープラーニングで自分

を磨き直そうと決意を新たにした。

静岡県人会１２５周年を迎えて
【株式会社ジュピターテレコム顧問】　溝口明秀　顧問

125周年 会員寄稿

125周年を迎え思うこと
125周年 会員寄稿

125周年を迎え思うこと

■ プロフィール

中山紀子（旧姓　高木）　静岡県掛川市出身
学歴 ： 静岡県立掛川西高等学校卒業
　　　日本女子体育短期大学卒業
戦歴 ：
1963年～1971年　全日本総合　単5回、複6回優勝
1966年～1972年　女子世界大会（ユーバー杯）3回優勝
1966年　アジア大会　団体・単　優勝
1971年　全英大会　複優勝
1972年　全英大会　単優勝
1965年～1972年　デンマーク、カナダ、アメリカ、香港、台湾、
　　　　  シンガポール、マレーシア各大会　単複優勝
1972年　ミュンヘンオリンピック（公開競技）単優勝
1966年、1969年　朝日賞受賞
1971年　日本スポーツ賞受賞
職歴 ： 東海女子短期大学講師、日本女子体育大学講師、
　　　東京女子大学講師、聖心女子大学講師
現在、日本バドミントン指導者連盟会長
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静岡県東京事務所職員が首都圏の静岡ゆかりのお店をまとめた
「しぞ～か満ぷくＢＯＯＫ in 東京」とともに（所長は前列中央）

　静岡県人会が、創立１２５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。

　川合会長をはじめとした静岡県人会の皆様には、日

頃から当事務所へのご支援、ご協力を賜るとともに、

ふるさと静岡の着実な発展のためご尽力をいただ

き、心から御礼申し上げます。

　さて、ふじのくに大使館・静岡県東京事務所では、人

口減少の進行、東京一極集中を克服していくため、企

業誘致活動や交流人口拡大など様々な取組を進めて

おります。

　企業誘致活動においては、平成31年11月末までに

約1,300件の企業を訪問し、全国の工場立地件数は、

平成31年上半期において日本一となりました。また、

今年度からは、ＩＣＴ、ＡＩ等関連企業のサテライトオフィ

スの本格的な誘致に向けた取組を進めるとともに、企

業の研修や大学の合宿等の県内への誘致活動を積

極的に行っております。

　また、今年度開催されたラグビーワールドカップ２０

１９日本大会では、本県のエコパスタジアムにおいて

日本がアイルランドに勝利し、「Ｓｈｉｚｕｏｋａ」の名前は

世界に響き渡り、大成功を収めました。さらに２０２０年

には、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大

会の自転車競技が、本県の東部、伊豆地域で行われま

す。これは、首都圏をはじめ国内外から多くの方々に

静岡に来ていただく千載一遇のチャンスであり、県人

会の皆様との連携をはじめ、各国駐日大使館や各種

メディア、企業等とのネットワークを活用した取組を

進め、交流人口の大幅な拡大を図ってまいります。

　当事務所では、こうした取組を通じて、一人でも多

くの若者や子育て世代に静岡の暮らしやすさ等を実

感していただき、最終的には移住定住に結びつけてま

いります。

　静岡県人会におかれましても、当事務所と車の両

輪として、今後も静岡の発展のためにお力添えを賜り

ますようお願いいたしますとともに、静岡県人会の

益々のご発展と会員の皆様方のご健勝とご多幸を祈

念してお祝いの言葉といたします。

静岡県人会創立１２５周年を祝して
【ふじのくに大使館公使・静岡県東京事務所長】　滝浪　勇

125周年 会員寄稿

125周年を迎え思うこと
125周年 会員寄稿

125周年を迎え思うこと

　静岡県人会創立125周年を心よりお慶び申し上げ

ます。東京に住まう年月が長くなればなるほど、生まれ

育った故郷への想いが深くなります。静岡県を愛する

気持ちは会員の皆様共通と存じます。

　実家のある浜松に帰省する折には、毎回、ふるさと

の魅力に気付かされますが、その中から私が身近に

発見した二つをご紹介します。

　新幹線にて浜松駅に到着すると、ピアノの素敵な

音色が迎えてくれます。乗り換え通路のフロアに、誰

でも自由に触ったりひいたりできるようにグランド

ピアノがど～んと置いてあり、通りすがりのスーツ姿

の男性、普通の主婦のようにお見受けする女性などが、

名曲をさらさらと奏でているのです。時には人だかり

が発生するくらいの達人もいます。彼らは演奏を終える

と何事もなかったように立ち去ります。浜松の一般人

のピアノレベルの高さには毎回驚かされます。音楽が

生活に寄り添っていて恰好良いなぁと思います。音楽

の世界には疎い私が言うのもおこがましいですが、

世界に羽ばたく演奏家たちが楽器の街・浜松から

誕生する理由が垣間見れるスポットです。

　もう一つは、お店で出されるお茶の美味しさです。

墓参の際に母と一緒によくお邪魔する「うなぎ屋

さん」が浜名湖の畔にあります。繁華街から遠く、ひっそり

と佇む家族経営のお店なのですが、いつも常連さん

たちで賑わっています。こちらで出してくださる温かい

煎茶がとても美味しいのです。うな重を待つ間に1杯

目でほっこりし、うなぎを食べ終えるかくらいの程よい

タイミングで、おかわりを急須に淹れて出してくだ

さいます。実に心地よい時間が流れます。ご主人にお茶

が美味しいと伝えると「うちは○○○さんの茶を使って

いるからね。」とのお返事。○○○製茶と言えば、地元

で信頼される老舗のお茶屋さんですので、なるほど！

と納得しました。無償で提供されるお茶に対しても、

こだわりをもって丁寧に淹れておられる姿勢が伝わって

きます。お客様方に愛され続けるのはうなぎの味は

もちろんのこと、そんなおもてなしの精神があるから

こそ！と、日本茶に関わる者として嬉しく感じ、頭が

下がるばかりです。

　その他にも素晴らしい宝物が静岡県には溢れてい

ます。本年の五輪とその先の未来を見据え、国内外から

訪問される方々に静岡の魅力を伝えることができたら

嬉しいです。誠意とおもてなしの心を忘れずに・・・

ふるさと自慢
【日本茶インストラクター/ふじのくに観光公使】　渥美佳子　理事

■ プロフィール

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年航空会社に入社し、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。現在は国内外で
の日本茶の普及活動をはじめ、静岡茶を通しての静岡県のPRに
取り組んでいる。
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■ プロフィール

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年航空会社に入社し、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。現在は国内外で
の日本茶の普及活動をはじめ、静岡茶を通しての静岡県のPRに
取り組んでいる。
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　数年前、元NHK会長の橋本氏が母校の「県立榛原

高等学校」に来られ、お話をしていただいた。その中

で明かされたのは、「県立榛原高等学校」は元 「々堰南

学校」といい、今井信郎が創設した学校であり、現在

ではこの今井信郎が坂本龍馬を斬った男として8割

位の信憑性で定着しているという。

　今井信郎は江戸の湯島に生まれ、直心影流の使い

手として京都見回り組に入った。

与力頭佐々木唯三郎に呼びだされ、今井信郎、渡辺吉

太郎、高橋安次郎、桂隼之介、土肥伸蔵、桜井大三郎

の7人は「坂本竜馬暗殺」の密命を受けた。

　事後、「中央新聞」において「老兵士」と称する記者

が今井に会ったこともないのに、「疑問坂本龍馬殺害

始末」なる見出しの元、「「今井信郎翁単独会見」を載

せている。こうして、捏造された歴史と会見により、信

憑性が疑われ、「竜馬暗殺」の犯人は誰なのか曖昧な

ものとなってしまった。

　当の今井信郎は戊辰戦争に加わり、函館の五稜郭

にて破れ、捕獲され、牢獄に繋がれる。3年後、西郷隆

盛の進言により解放された。その時の尋問によって今

井は「竜馬暗殺」を白状した。

　その後、初倉村（静岡県）に派遣され、大井川で起き

た騒乱を収集し、その暴徒を従え牧之原台地の農業

改革を実施、成功を収めた。やがて、初倉村の村議会

議員となり、更に町長に就く。

　今井は自由民権運動に加わり、「今後は教育が大

事」だと考えるようになる。

　今井は徳川家の財産と自費を資金とし、「堰南学

校」を設立した。これが、後の「県立榛原高等学校」の

母胎となった。

　今井信郎はキリスト教に目覚め、熱心な信者となっ

た。そして、いよいよ臨終の床において、家族に「竜馬

を斬ったのは私だ」と語ったという。

母校は「坂本龍馬を斬った男」が作った学校
【株式会社中央セレモニー　代表取締役】　大杉実　理事

■ プロフィール

昭和30年生まれ、県立榛原高等学校卒業。東京農業大学中退し
政治活動、自由民主党の選挙活動に従事（鹿児島、大分、福岡）、
裏選対にて活動、評価を受けて参議院議員（当時法務大臣）後藤
正夫秘書となる。政治活動を辞め、大分企業人からの出資により
㈱中央セレモニー（葬儀社）を設立し現在に至る。現在、㈱中央セ
レモニー代表取締役、愛信葬祭協同組合理事長、東京巣鴨ライ
オンズクラブ元会長、静岡県人会理事、県立榛原高等学校関東
副支部長、巣鴨駅前商店街振興組合会員、他。

　静岡県人会は125周年を迎えました。

　明治27年に創立後、大正、昭和、平成、令和と長い

歴史を繋いで頂いた諸先輩方に、末席の理事といたし

まして心より感謝を申し上げます。

　静岡県人会の事業は、『総会・懇親会』、『新年祝賀

交流会』を主な柱とし、『愛好会活動』や『ふじのくに

講演会』にも力を入れております。

　これらの事業を通して会員同士の親睦を深め、郷里

靜岡の発展に協力していくことを目指しております

が、会員の高齢化に伴い各事業への参加者も減少

傾向にございます。

　また近年若い方の入会が少なくなり、入会されて

も継続して頂けない状況です。

　「若い世代が楽しめる魅力的な事業はなにか」「日程

は参加しやすいか」「参加費は高くないか」などの意見

交換はするものの、今のところ打開策を見出せずに

おります。

　東京や東京周辺在住の会員同士だけではなく、

静岡県内に住む方々や、静岡県、各市町村と連携しな

がら新たな県人会の姿を模索する必要もあるかと思い

ますが、現在の体制ではなかなか難しいように思い

ます。

　いずれにせよ若年層の会員減少は県人会が立ち

行かなくなるという大変深刻な課題ですので、会員の

皆様のお知恵をお貸し頂ければ幸いです。

　さて、昨年の新年祝賀会においては、わたくしの故郷

下田で、若手が中心となって立ち上げた『みんなの

ふるさと化プロジェクト』へ、多くのご支援を賜り誠に

ありがとうございました。

詳細はコミュニティスペース『羽衣(はごろも)』のホーム

ページから、クラウドファンディングのページをご覧

いただけます。

https://www.shimoda-hagoromo.com/

　下田の賑わいを創出しようとする想いに、他地域

出身の県人会の皆様が応えてくださったことは、とても

大きな励みになったことと思います。

　この紙面をお借りし御礼を申し上げます。ありがとう

ございました。

静岡県人会125周年に寄せて
【尾崎行雄記念財団・咢堂塾運営委員】　高橋富代　理事

125周年 会員寄稿

125周年を迎え思うこと
125周年 会員寄稿

125周年を迎え思うこと

■ プロフィール

静岡県下田市出身　1963年生まれ
尾崎行雄記念財団・咢堂塾運営委員・講師、元下田市議会副議長
≪論文・出版≫
2012年　アパ懸賞論文「第5回真の近代史観」佳作入選。
2013年　「尾崎行雄・咢堂塾 政治特別講座講義録」（共編著、内外出版） 
2013年　アパ懸賞論文「第6回真の近代史観」佳作入選。
2014年　「世界と議会」第567号（テーマ「地方政治を考える」）
2019年　アパ懸賞論文「第12回真の近代史観」佳作入選。
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静岡関連情報

■ 静岡県にゆかりある首都圏の店舗一覧　by「しぞ～か満ぷくBOOK ㏌ 東京」
■「しぞ～か満ぷくBOOK ㏌ 東京」とは、
　静岡県産品にこだわったお店自慢のメニューや、故郷静岡への熱
い想いなど、各店の溢れる「静岡愛」を多くの皆様にお伝えしたいと
の思いで、ふじのくに大使館（静岡県東京事務所）職員が全てのお店
に足を運び、直接お店の皆様からお話しを伺って作成した情報冊子。
首都圏における「静岡県産の食材を使用しているお店」や「静岡県出
身者が営むお店」情報が満載の第３版（令和元年１０月）を発行。「故郷　
静岡県」にゆかりある首都圏のお店にぜひお出かけください。

店舗名 場所 最寄駅 ジャンル 県出身 県産品
【千代田区】
日本百貨店さかば 丸の内 東京 居酒屋 ■
沼津魚がし鮨　丸ビル店 丸の内 東京 寿司 ■
arcana tokyo（アルカナ東京） 丸の内 東京 フランス料理 ■ ■
眠庵（Nemurian） 神田須田町 神田 蕎麦/和食 ■
駿河屋賀兵衛　秋葉原ちゃばら店 神田練塀町 秋葉原 居酒屋 ■ ■
プロント　秋葉原店 神田和泉町 秋葉原 カフェ/バー ■
しまゆし酒場 神田錦町 竹橋 居酒屋 ■ ■
シーボニアメンズクラブ 内幸町 霞ヶ関 会員制クラブレストラン ■ ■
星陵会館シーボニア 永田町 永田町 バイキングレストラン ■ ■
うなぎ割烹　中志満（なかじま） 平河町 半蔵門 うなぎ ■
Aux provençaux（オー・ブロヴァンソー） 平河町 麹町 フランス料理 ■ ■
静岡県東京観光案内所 有楽町 有楽町 呈茶・観光案内所 ■

【中央区】
五穀屋 　松屋銀座店 銀座 銀座 スイーツ
GINZA　kansei 銀座 銀座 フランス料理 ■
銀座　しも田 銀座 銀座 和食 ■ ■
駿河湾さんせん　銀座店 銀座 銀座 和食 ■
うなぎ徳　銀座店 銀座 銀座 うなぎ ■ ■
鮨　鈴木 銀座 銀座 寿司 ■
Qu’il fait bon（キルフェボン） 銀座 銀座一丁目 スイーツ ■
ふじはち 銀座 東銀座 居酒屋/和食 ■
日本料理　和貴 銀座 東銀座 和食 ■ ■
巖邑堂　日本橋髙島屋店 日本橋 日本橋 スイーツ ■
薮伊豆総本店 日本橋 日本橋 蕎麦 ■
かつ好 日本橋人形町 人形町 和食 ■
美酒味肴　いわ瀬 日本橋人形町 人形町 和食 ■ ■
蕎ノ字（そのじ） 日本橋人形町 人形町 蕎麦/和食 ■ ■
直産野菜と厳選ワインのお店 Wine Rar Hiyake人形町（旧OSTERIA Hiyake） 日本橋人形町 人形町 居酒屋 ■ ■
季節料理と静岡おでん　しんば 日本橋大伝馬町 小伝馬町 静岡おでん/居酒屋 ■ ■
椥の実（なぎのみ） 新富 新富町 静岡おでん/居酒屋 ■ ■
築地　すず木 築地 新富町 和食 ■ ■
鮮魚Dining　ポントス　月島 月島 月島 和食/居酒屋 ■
銀座　乃だや 銀座 新橋 静岡おでん/和食 ■ ■

【港区】
新橋　お多幸 新橋 新橋 和食 ■
長峰製茶株式会社　新橋店 新橋 新橋 茶/スイーツ ■ ■
紺碧の海 六本木 六本木 和食 ■
USHIO（潮） 六本木 六本木 和食 ■ ■
Cafe Frangipani（カフェ　フランジパニ） 六本木 六本木 カフェ ■
うなぎのお宿　虎ノ門店 西新橋 虎ノ門 うなぎ ■
A食堂 赤坂 溜池山王 洋食 ■ ■
La Scogliera（ラ・スコリエーラ） 赤坂 青山一丁目 イタリア料理 ■ ■
あじろ定置網 港南 品川 和食 ■
トラットリア・ダル・ビルバンテ・ジョコンド 白金台 目黒 イタリア料理 ■ ■
うなぎ藤田　白金台店 白金台 白金台 うなぎ ■ ■
サングリア　青山店 北青山 表参道 スペイン料理 ■
鮓　廣瀨（すし　ひろせ） 西麻布 広尾 寿司 ■

【新宿区】
みせるま 新宿 東新宿 カフェ ■ ■
西尾さん 新宿 新宿三丁目 居酒屋 ■ ■
静岡おでん　ガッツ 高田馬場 高田馬場 静岡おでん/居酒屋 ■ ■
魚進（ぎょしん） 高田馬場 高田馬場 和食 ■ ■
荒木町　さわ野（旧　肴やWADAN万作） 荒木町 四谷三丁目 居酒屋/和食 ■ ■
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静岡関連情報

店舗名 場所 最寄駅 ジャンル 県出身 県産品
四谷　うえ村 荒木町 四谷三丁目 和食 ■ ■
一蕃鶏　東京 荒木町 四谷三丁目 居酒屋/和食 ■ ■
Cosmologia（コスモロジア） 荒木町 曙橋 イタリア料理 ■ ■
green glass 上落合 中井 蕎麦/和食 ■ ■
ACHO kagurazaka（アチョカグラザカ） 矢来町 神楽坂 スイーツ ■ ■
池治 市谷左内町 市ヶ谷 居酒屋 ■ ■
神楽坂おししんぼ　はなれ 白銀町 飯田橋 和食 ■ ■

【文教区】
食堂＆DERI　tamaya 大塚 茗荷谷 洋食 ■
静岡黒おでんと季節料理のお店　まるだい 小石川 春日 静岡おでん/和食 ■
たまゆら亭 千駄木 千駄木 居酒屋/和食 ■ ■

【台東区】
びんてじ 浅草橋 浅草橋 居酒屋 ■ ■
獣　鉄板焼　Tamaya 浅草橋 浅草橋 居酒屋 ■
NAKAMURA TEA LIFE STORE 蔵前 蔵前 茶 ■ ■
浅草　緑寿司 西浅草 浅草 寿司 ■ ■
Fleur de Sarrasin（フルール・ド・サラザン） 西浅草 浅草 フランス料理 ■ ■
沼津港　海将上野１号店 上野 御徒町 居酒屋 ■ ■
ビアバール丸々　御徒町店 上野 御徒町 ビアレストラン ■ ■

【墨田区】
フジサン・デリ 横川 押上 居酒屋 ■

【江東区】
肉菜処　和心 門前仲町 門前仲町 和食/居酒屋 ■
USAMI GRILL＆CAFE 佐賀 門前仲町 ビアレストラン ■

【品川区】
炭火焼鳥　やきくら 旗の台 旗の台 居酒屋 ■ ■
TRUNK トランク 上大崎 目黒 イタリア料理 ■ ■
ビストロ恵 南品川 青物横丁 フランス料理 ■ ■
あをよこ　ひなの家 南品川 青物横丁 居酒屋 ■

【目黒区】
目黒グリーン珈琲焙煎所 目黒 目黒 カフェ ■
小野田商店 上目黒 中目黒 焼肉 ■
中目黒タップルーム 上目黒 中目黒 ビアレストラン
FANTASISTA223 上目黒 中目黒 イタリア料理 ■ ■
Pizzeria da ISA 青葉台 中目黒 イタリア料理 ■ ■
E-ra　～いいら～ 祐天寺 祐天寺 居酒屋 ■ ■
串かつ名代（なしろ）自由が丘店 自由が丘 自由ケ丘 居酒屋 ■ ■

【世田谷区】
ｍarunowa（マルノア） 三軒茶屋 三軒茶屋 グリルバル ■ ■
vin sante（ヴァン　サンテ） 代沢 下北沢 フランス料理/イタリア料理 ■ ■

【渋谷区】
城ケ崎おかもと 恵比寿 恵比寿 居酒屋/和食 ■
ライオンのいるサービス 恵比寿南 恵比寿 イタリア料理 ■
静岡おでん・旬魚　水の尾 道玄坂 渋谷 静岡おでん ■ ■
ななや　青山店 渋谷 表参道 茶/スイーツ 　　 ■
カネ十農園　表参道店 神宮前 表参道 茶/カフェ ■
表参道　茶茶の間 神宮前 原宿 茶/カフェ ■
LAITIER（レティエ） 千駄ヶ谷 千駄ヶ谷 スイーツ/カフェ ■ ■
Les Chanterelles　シャントレル 元代々木町 代々木八幡 フランス料理 ■ ■
炭火串焼　ふく 西原 代々木上原 和食 ■ ■
Bistro酒場　∞６０１（ハチロクマルイチ） 円山町 神泉 イタリア料理 ■ ■

【中野区】
もつやき　石松 中野 中野 居酒屋 ■ ■
丸子亭（まりこてい） 中野 中野 和食 ■ ■
割烹きりん 本町 中野坂上 居酒屋/和食 ■ ■
じゃんだら 本町 中野坂上 居酒屋 ■ ■
富士宮やきそば＆家呑み風居酒屋　なんたま 弥生町 中野新橋 居酒屋 ■

【杉並区】
一膳めし屋　すずらん 荻窪 荻窪 居酒屋/和食 ■ ■
酒造　ハナクラしぞ～かおでん　荻窪店 上荻 荻窪 居酒屋/和食 ■ ■
源宗園（ハラダ製茶） 今川 荻窪 茶/スイーツ ■
やきとり　Sugi 高円寺北 高円寺 居酒屋 ■ ■

【その他】
がみ屋一丁目 町田市中町 町田 居酒屋 ■ ■
美酒佳肴　NAMISUKE 武蔵野市吉祥寺本町 吉祥寺 居酒屋 ■ ■
いりかせ 神奈川県横浜市 横浜 和食 ■
マチノアカリ 神奈川県中郡大磯町 大磯 フランス料理 ■ ■

■お問い合わせ先
ふじのくに大使館（静岡県東京事務所）
TEL：03-5212-9035　FAX：03-5212-9038　メール　tokyo@pref.shizuoka.lg.jp
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役員一覧

青山雅幸 衆議院議員
井林辰憲 衆議院議員
大岡敏孝 衆議院議員
大口義徳 衆議院議員
勝俣孝明 衆議院議員
上川陽子 衆議院議員
城内実 衆議院議員
源馬謙太郎 衆議院議員
塩谷立 衆議院議員
日吉雄太 衆議院議員

朝比奈豊 ㈱毎日新聞グループホールディングス 代表取締役会長
秋元久雄 ㈱平成建設 代表取締役社長
足立直樹 凸版印刷㈱ 特別相談役
渥美雅子 渥美雅子法律事務所 弁護士
飯島秀幸 アクモス㈱ 代表取締役会長
石河正樹 KKベネフィットワン 特別顧問
今川拓郎 総務省
岩堀邦男 岩堀特許事務所所長 弁理士
大石剛 ㈱静岡新聞社 代表取締役社長
大川澄人 ANAホールディングス㈱ 顧問
坂本睦子 ㈱フジダン 代表取締役会長
佐野角夫 クミアイ化学工業㈱取締役 ソニー㈱社友
佐野義矩 MOS税理士法人 代表社員
澤村淑郎 ワクコンサルティング㈱ 特別顧問
志太勤 シダックス㈱ 取締役最高顧問
鈴木正俊 ㈱ミライトホールディングス 代表取締役社長
戸田裕一 ㈱博報堂 取締役会長

川勝平太 静岡県知事

德川恒孝 德川宗家十八代代当主、（公財）徳川記念財団理事長

川合正矩 日本通運㈱ 相談役

渡邊順彦 ㈱アテナ 取締役会長
亀山千広 ㈱ビーエスフジ 代表取締役社長
横山巖 アオイネオン㈱ 代表取締役社長

細野豪志 衆議院議員
宮澤博行 衆議院議員
吉川たける 衆議院議員
渡辺周 衆議院議員
岩井茂樹 参議院議員
片山さつき 参議院議員
榛葉賀津也 参議院議員
牧野たかお 参議院議員
平山佐知子 参議院議員

名 誉 顧 問

相 談 役

名 誉 会 長

会 　 長

副 会 長

相談役（国会議員）
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役員一覧

永田義博 ㈱永田商会 代表取締役会長
橋本元一 元　日本放送協会会長
橋本俊治 ㈱伊藤園 取締役副社長
平澤力 シグマホールディングス㈱ 代表取締役会長
堀江保仁 木内建設㈱ 相談役
松下功夫 JXTGホールディングス㈱ 名誉顧問
松島克守 （一社）俯瞰工学研究所代表理事 東京大学名誉教授
森嶋正 森嶋正公認会計士事務所
森山杏子 独立美術協会会員 画家
山下和洋 ㈱ヤマシタ 代表取締役社長
山田晃 日昭クインズ㈱ 取締役会長
山中治康 ㈱日税不動産情報センター 常務執行役員
山本明男 相良物産㈱ 代表取締役
芳村伊十郎 （一社）長唄協会 会長
渡邉光一郎 第一生命保険㈱ 会長

板津木綿子 東京大学教養学部 准教授
稲川貴之 品川区議会議員
井林輿市
木田悟 （一財）日本スポーツコミッション 代表理事
田島静一 三辰ビル
鶴橋稔 ㈱駿府設計 代表取締役
中川真佐志 オリエンタル酵母工業㈱ 代表取締役社長
中山紀子 NPO日本バドミントン指導者連盟 会長
野村聖 森永乳業㈱ 常務執行役員
船津衛 元　東京大学教授
溝口明秀 ㈱ジュピターテレコム 顧問
望月芳雄 芝信用金庫 理事長
山田チカラ 「創作料理」山田チカラ 店主
横山進一 住友生命保険相互会社 特別名誉顧問

代表理事（会長） 川合正矩 日本通運㈱相談役
代表理事（理事長） 植松榮 日本通運㈱参与

副理事長 齋藤達哉 自営業
垣内康晴 ㈱アルバイトタイムス代表取締役社長

理事

渥美佳子 日本茶インストラクター、ふじのくに観光公使
大杉実 ㈱中央セレモニー代表取締役
鶴田信義 愛栄グループ会長
野田万起子 Human Delight㈱代表取締役
高橋富代 尾崎行雄記念財団・咢堂塾運営委員

鈴木康公 鈴木康公税理士事務所所長、税理士
三宅勝也 三宅公認会計士事務所所長、公認会計士、税理士

顧 問

理 事

監 事
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法人賛助会員

株式会社アルバイトタイムス （求人情報サービス） 千代田区神田富山町

株式会社五十嵐組 （総合建設業） 品川区大井

株式会社伊藤園 静岡相良工場 （飲料製造販売） 牧之原市

株式会社エスパルス （プロスポーツ興行） 静岡市清水区

久保田建装株式会社 （建築塗装） 静岡市駿河区

株式会社小糸製作所 （自動車用照明機器製造販売） 港区高輪

株式会社三鮮商事 （飲食業） 沼津市

株式会社塩崎ビル （不動産賃貸業、食品輸入・販売業） 千代田区平河町

静岡銀行 首都圏カンパニー （銀行業） 横浜市西区

株式会社静岡銀行 東京営業部 （銀行業） 千代田区丸の内

静岡市東京事務所 （行政） 千代田区平河町

株式会社静岡新聞社 （新聞業） 静岡市駿河区

静岡不動産株式会社 横浜支店 （不動産業） 横浜市港北区

株式会社シズデン 東京支店 （電気工事） 港区新橋

鈴与株式会社 京浜支店 （物流サービス） 品川区南大井

株式会社天神屋 （食品製造販売） 焼津市

中村建設株式会社　東京支店 （総合建設業） 目黒区下目黒

株式会社日本平ホテル 東京営業所 （ホテル業） 中央区八重洲

株式会社ニュートリション・アクト （総合栄養産業） 中央区銀座

株式会社ノダ （建材製造・輸入・加工・販売） 台東区浅草橋

浜松市東京事務所 （行政） 千代田区平河町

株式会社ハミルトン （着物・オリジナルテキスタイル製造販売） 豊島区駒込

有限会社ビビアン （卸小売業） 世田谷区等々力

ふじのくに大使館 静岡県東京事務所 （行政） 千代田区平河町

株式会社ホテル小田急静岡 （ホテル業） 静岡市駿河区

矢崎総業株式会社 （自動車部品製造販売） 港区三田

ユニティダイワ株式会社 （ユニホーム製造販売） 台東区浅草橋

ヨシコン株式会社 （インフラ関連商品・不動産業） 静岡市葵区

株式会社ワールドプロス （総合広告代理業） 川崎市宮前区

法人賛助会員 28社（50音順）

2019年12月末日現在法人賛助会員 29社（50音順）
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静岡県人会 応援団

青木しづ子 川崎認定保育園ピッコリ・アンジェリ 静岡市
渥美雅子 渥美雅子法律事務所弁護士 浜松市
石川光勇 元　㈱清水建設 下田市
石河正樹 KKセーフティネット 取締役 三島市
石原三男 (有)三和工業所 代表取締役 浜松市
今川拓郎 富士宮市
岩堀邦男 岩堀特許事務所 所長 島田市
植松榮 下田市
垣内康晴 ㈱アルバイトタイムス 代表取締役社長 浜松市
川合正矩 ㈱日本通運 相談役 島田市
亀山千広 ㈱ビーエスフジ 代表取締役社長 三島市
久保田徹雄 元　本田技研工業㈱ 静岡市
齋藤達哉 静岡市
坂本睦子 ㈱フジダン 代表取締役会長 沼津市
佐野角夫 ソニー㈱ 社友 掛川市
澤村淑郎 ワクコンサルティング㈱ 特別顧問 下田市
鈴木康公 鈴木康公税理士事務所 所長 島田市
鈴木正俊 静岡市
田村燿子 GALLERYエクリュの森　代表 三島市
戸田裕一 ㈱博報堂DYホールディングス　代表取締役会長 静岡市
中川真佐志 オリエンタル酵母工業㈱ 代表取締役社長 静岡市
永田義博 ㈱永田商会 代表取締役会長 島田市
野田万起子 Human Delight㈱ 代表取締役 静岡市
橋本元一 元　NHK会長 浜松市
橋本俊治 川根本町
長谷川逸子 長谷川逸子建設計画工房㈱ 代表取締役 焼津市
林家ぼたん 落語家 浜松市
三宅勝也 三宅公認会計士事務所 所長 浜松市
森嶋正 森嶋正公認会計士事務所 伊東市
山田晃 ㈱日昭クインズ㈱ 取締役会長 富士市
横山進一 住友生命保険相互会社 特別名誉顧問 静岡市
芳村伊十郎 （一社）長唄協会 会長、芳村派家元 浜松市
渡邊順彦 ㈱アテナ 取締役会長 島田市

静岡県人会応援団の皆さま（50音順）
2019年12月末日現在

※静岡県人会では、県人会の活動を応援して下さる方を募集しております。当会の趣旨に賛同して下さる皆さまの
ご協力をお願いいたします。希望される場合は、県人会事務局までご連絡を下さい。

■静岡県人会の活動にご支援（寄付）をいただいている方々です。

静岡県人会応援団の皆さま（50音順）
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一般社団法人静岡県人会組織図

県人会組織図 125周年あいさつ
2019年5月1日現在

社員総会

理事会

代表理事（2名）
会長・理事長

企画委員会 広報委員会

広報部会懇談・交流会 愛好会 事務局

会員名簿部会

監事

名誉顧問

名誉会長
副会長
相談役
顧　問

●総会・懇親会
●新年祝賀会
●ふじのくに講演会
●役員懇談会
●バーベキュー交流会

●歩こう会
●囲碁
●オペラ鑑賞会
●カラオケ
●ゴルフ
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編集後記

編集後記

広報委員会　広報部メンバー

広報部からのお知らせ

静岡県人会が125周年を迎え、会報誌もこれを記念し発刊することになりました。みなさまのお陰を
もちまして、多くの寄稿のご協力を頂き、今回このような形で会報を発行することができました。
みなさまに深くお礼申上げます。県人会の活動や会員間の親睦・交流に向けた情報発信は、2011年
の開設から徐々にホームページやfacebookへと移行しています。が、先人から繋がる県人会の歴史
を綴る上で、現会員の活動や想いを記録として残す冊子は、これはまた特別に意義あるものと思って
おります。「静岡縣人 創立125周年記念号」を通し、静岡とのご縁と、ふるさとへの想いを持つみな
さまの交流の一助になれば幸いです。

▪垣内康晴（委員長）　▪芦澤洋介（広報部長）
▪小林庄一　▪清水宏樹　▪神間達博　▪木島多美子　▪黒澤和子　▪松本浩敬

●メンバー募集中
広報部では、県人会ホームページ・facebook・メルマガ等で会員の親睦・交流に向けた情報発信を
一緒に活動していただけるメンバーを募集しています。活動は、県人会秋葉原分室で開催する部会

（2～3カ月に1度、20:00～21:30）に参加していただき、部会で協議した「特集記事・メルマガ寄稿
の協力者選定」「県人会新年会・総会、愛好会活動等の告知と報告」等の担当者を決めて分担による
情報発信を実施しています。ボランティアで無償の活動ですが、参加する意義や楽しみはメンバー
個々多様です。興味・関心のある方は県人会メールアドレスにお問合せ下さい。

発 行 日：令和2年2月3日 
発 行 人：植松　榮
発 行 所：一般社団法人　静岡県人会
　　　　　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
　　　　　電話・FAX　03－3265-3933
　　　　　http://shizuokakenjinkai.jp
　　　　　facebook：https://www.facebook/shizuokakenjinkai.jp
　　　　　メールアドレス：contact@shizuokakenjinkai.jp
編 集：一般社団法人静岡県人会　広報委員会
DTP・印刷・製本　星光社印刷株式会社
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一般社団法人静岡県人会組織図

県人会組織図 125周年あいさつ
2019年5月1日現在

社員総会

理事会

代表理事（2名）
会長・理事長

企画委員会 広報委員会

広報部会懇談・交流会 愛好会 事務局

会員名簿部会

監事

名誉顧問

名誉会長
副会長
相談役
顧　問

●総会・懇親会
●新年祝賀会
●ふじのくに講演会
●役員懇談会
●バーベキュー交流会

●歩こう会
●囲碁
●オペラ鑑賞会
●カラオケ
●ゴルフ
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スポンサーリンク広告

■ 静岡県人会ホームページ　スポンサー広告

日本通運株式会社

凸版印刷株式会社

株式会社アテナ

アオイネオン株式会社
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スポンサーリンク広告

鈴与株式会社

矢崎総業株式会社

中村建設株式会社

株式会社日本平ホテル

株式会社シグマ観光サービス

株式会社もちひこ

株式会社静岡銀行

株式会社アルバイトタイムス 久保田建装株式会社MOS税理士法人

株式会社中央セレモニー

ヨシコン株式会社

ユニティダイワ株式会社

株式会社小糸製作所

株式会社静岡新聞社

株式会社伊藤園

株式会社ニュートリション・アクト日本軽金属株式会社

株式会社塩崎ビル
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