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■ 副 会 長 報 告        江﨑 直利君 

先日「コスモス畑」

事業の打ち上げを

静岡の平原さんの

店で開催しました。

パンもそうですが、

珈琲が美味しかった

です。 

先日レンタルで鑑賞した DVD があって、一粒の豆

から一杯のコーヒーになるまでのドキュメント

映画なのですが、そこに学生時代、特別な日だけ

通ったコーヒー店が偶然紹介されていました。 

大坊珈琲店といいます。２０１３年に残念ながら

閉店しましたが、いろいろ思い出しました。例会

でもそれぞれの会員にとっての思い出の店や味、

曲や場所など語っていただくのもいいと思います。 

■ 幹 事 報 告          渡邊 博文君 

・第２６２０地区より 
 地区大会表彰者記念品送付の件のお知らせが 

届いております。 
親子の正会員は富澤静雄君 富澤賢一君  
江﨑直利君です 

■ 出 席 報 告             藪﨑 茂君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

40／46 86.95％ 38／45 84.44％

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○梅島君 ○川口君 ○松浦君 ○山田君 

植田君 藪崎宰君 

 

■ スマイル B O X          藪﨑 茂君 

・誕生日・妻の誕生日・結婚記念日のお祝いあり 
がとうございます。妻の年齢が 1 つ少ないうちに 
ということで 12 月に 3 つ揃いました。 

杉山 茂範君 
・妻の誕生日忘れてました。17 日にむけて頑張り 
ます。            渡邊 博文君 

・妻の誕生日祝いありがとうございました。 
稲葉 俊英君 

・妻の誕生日プレゼントありがとうございます。 
これは真に妻の大好物の焼き菓子です！！ 

平原 望君 
・誕生日プレゼントありがとうございます。年末 
生まれなので、毎年お祝いしてもらえません。 
ロータリーしかプレゼントを頂けないので 
大変うれしいです。      鈴木 照竟君 

・誕生日プレゼントありがとうございます。 
渡邊 次男君 

・結婚記念日プレゼントありがとうございます。 
28 年となりました。     漆畑 雄一郎君 

 

スマイル累計額  ２５９，０００円 

■ 会 員 卓 話                   

 

 

江﨑 直利君 

 

 

 

 

全国でまだ１００名程度しかいない、出来て２年目

の認定を今年３月受けました、絵本専門士といい
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ます。 

１年間に１０日間のスクーリングで３０講座

５０時間の授業を受け１講座それぞれに事前と

事後課題があり、けっこう私には大変な講座でした。

文科省の管轄の独立行政法人 国立青少年教育

振講機構という所が主催しています。 

そんなわけで、今日は「死」についての代表的な

絵本を紹介します 

「わすれられないおくりもの」評論社刊 

「はっぱのフレディ」童話屋刊 

「１００万回生きた猫」講談社刊 

大人が読んでも心に残る作品です。 

私は、夏葉社刊の 

「さよならのあとで」を薦めたいと思います。 

一度手にとってじっくり読んでいただきたい本

です。 

 

 

 

 

杉山 茂範君 

 

 

 

 

「今、気になること」、気になっていることはたく

さんありますが、今日はその中のいくつかをお話し

させていただこうと思います。 
 まずはサッカーの話ですが、私が今年注目して

いたことに「ジュビロは J1 に残留できるか」と

「エスパルスは J1 に昇格できるか」、そして我が家

のご近所 川島はるな選手の所属するなでしこ

リーグ2部の「ノジマステラが1部に昇格できるか」

ということがありました。お陰様でこの 3 チームは

ご存知の通り、ジュビロは終盤失速するも見事に

残留争いに勝ち残り、エスパルスは逆に終盤見事な

追い上げを見せ見事に自動昇格の 2位を勝ち取り

ました。そしてノジマステラは 2 部リーグを無敗

の好成績で 1 部昇格を決め、すべて達成でき良い

結果となりました。そして今の 大の関心事が

日本代表が 2018 年のロシア W 杯に出場できるか、

ということです。ここまでアジア 終予選 B グル

ープ 半分終えて、3 勝 1 分 1 敗の勝ち点 10 で

サウジアラビアに次いで出場圏の 2位につけては

いますが、勝ち点わずか 1 差でオーストラリアと

UAE が続いています。名実ともに代表チームの

中心である本田、香川、岡崎選手は昨シーズンは

所属チームでも好調でしたが、一転、今シーズンに

入るとベンチにすら入れないこともしばしばで、

コンディションが悪いのは明らかです。周囲との

コンビネーションも今一つという感が否めません。

現在の主力選手のほとんどは前回の 2014 年ブラ

ジル大会の主力選手で、前々回の 2010 年南アフ

リカ大会の時にも活躍した選手が多く、あまり

メンバーが変わっていないなあというのが率直な

感想です。この辺りはもっとお詳しい方も多いし

専門の方もいらっしゃるので細かい戦術などは

素人の私が口を挟むのは控えたいと思います。

先日のサウジアラビア戦のように看板選手や

実績のある選手を外すのは勇気がいりますが、

どこかで大鉈を振るい若手選手の起用も必要かな

と思っていたので、前節は兆しの見えた試合だった

ように思います。おまけですが、私の同級生 中山

雅史が所属するアスルクラロ沼津が来シーズン

J3 に昇格することになりました。JFL でも出場

機会がありませんでしたが、来期チームに選手

として残留し、再び J リーグの試合に出場する

ことがあるのかどうか、ほんの少し気になって

います。 
 話は替わって、アメリカ大統領がこれから交代

することになり、国際情勢も大きく変化が予想

されていますが、 近気になっているのが尖閣諸島

をはじめとする中国の動きです。中国はこの十数年

で急速な経済成長を遂げ、それに伴い領土拡大

路線を顕著にしてきました。現在は台湾、モンゴル、

インド、ミャンマー、ベトナム、フィリピン、

マレーシアなど国境を接する国とは軒並み国境

問題を抱えています。日本との 近の動きとしては、

2010 年 9 月 7 日に中国漁船が海上保安庁の巡視船

に意図的に衝突したのは記憶に新しいところ

ですが、以来膨大な接続水域の入域、領海侵犯を

繰り返しています。また 2013 年にオバマ大統領が

「アメリカは世界の警察ではない。」と発言すると

猛烈な勢いで南シナ海の埋め立てを加速させ、

東シナ海でも日中国境付近でガス田開発を行って

います。さらに尖閣諸島のみならず沖縄も中国の

領土だと言い出す始末です。本年 6 月には中国の

軍艦が尖閣諸島沖の接続水域に侵入し、その 6 日後、

情報収集艦が鹿児島県の口永良部島周辺の領海に

侵入、さらに数日後には中国軍機が東シナ海南西

諸島周辺の上空で航空自衛隊機に近距離から

攻撃を仕掛け、航空自衛隊機が回避行動、離脱する

という深刻な事態が起きています。この 6 月の

出来事は日本ではちょうど東京都知事の問題が
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発覚した時期であり、あまり大きく報道されなか

ったこと個人的には不思議でなりません。本来なら

戦争に発展してもおかしくない出来事であり

都知事どころの騒ぎではないのではないかと

思っています。私は個人的には中国の友人もいま

すし、また中国の歴史にもたいへん関心があり、

その悠久の歴史には敬意を払ってもいます。しかし

ながら、中華人民共和国という国家としての動向は

どうしても理解に苦しみ、現在は も警戒しなく

てはいけない国のひとつであると感じています。

アメリカ次期大統領のトランプ氏はご存知の通り、

アメリカ第一主義を明確に謳っており、日米同盟も

今後大きく変わってくる可能性があります。世界が

急速に右に向いているという報道もありますが、

「自国の領土は自国で守る」、「国家は国民の安全を

守る」ことはある意味当たり前のことで、だから

即戦争と一足飛びに飛躍するのではなく、戦争を

させないための抑止力という観点からもその

体制を早急に整える必要があると個人的には

思っています。トランプ次期大統領の言うように

核兵器を持てということは議論をする必要が

あるとは思いますが。 

この問題と同時に報道の在り方も気になります。

そもそも私は 近までテレビや新聞では正確な

事実しか報道していないと思い込んでいました。

ですからテレビで観る番組は内容云々よりも

お気に入りのキャスターの番組というのが基準

でした。どうやらそうではないらしいと感じ始めて

います。恥ずかしながら今更ながら新聞やテレビ、

雑誌なども各社で報道内容に若干違いがある

ことに気づきました。朝日新聞の慰安婦問題の

ねつ造などはもってのほかですが、どうも全般的

には偏った報道が多いように感じられます。確かに

報道的には保守系を肯定する報道より、反保守、

革新系の報道の方が報道映えするかもしれません

し、一般大衆受けするかもしれません。俗な言い方

をすれば、肯定するより反論する方がかっこよく

見えるかもしれません。テレビなどには評論家、

学識経験者も多く登場しますが、一説によると戦後、

GHQ により公職追放された際、東大など学識

研究機関の日本の頭脳が追放され、後釜には当時

都合のよかった左寄りの研究者が登用され、今も

なおその名残があるという話も聞きます。その辺り

はさておき、マスコミの影響力は凄いものがあり

ます。小泉政権時の郵政選挙、解散当時は五分五分

よりもむしろ劣勢だったと思いますが、マスコミ

の論調が小泉となるや一気に加速し、多くの小泉

チルドレンを産みました。また、次の選挙では

逆揺れで当時の民主党への期待を煽ると一気に

圧勝となり、政権交代という下剋上が成立しました。

ここで述べたいのは、マスコミに対する批判もない

わけではありませんが、そんな中でも我々国民に

マスコミには然るべき適切な判断材料を提供

いただき、国民も惑わされない目も持つ必要が

あると感じています。 

■ 今週の一言          井 勉君 

山梨県南部町の

佐野川温泉にはま

っています。月に

１，２回泊まりに行

きます。 
山奥の秘湯で、硫黄系

のうす緑色の温泉

です。山奥なので携帯の電波が繋がりません。 

 湯温は２９．５度ほどで、温水プールより冷たい

かもしれません。が、夏は気持ちよく、冬は身が

引き締まります。 

 内湯は加熱してあり、暖かいです。チェックイン

が１時なので、昼からガンガン飲んでます。 

 大井川スマートインターチェンジができたので、

自宅から４０分ほどで到着します。 

 一度は行ってもよいところです。漫画家？の蛭子

さんも来ています。 

■ 入 会 式                    

 

 

本日、渕脇君が 

入会されました。 
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勤務先 医療法人社団 高草会 

役 職 理事長 
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勤務先住所 焼津市策牛４８番地 

 

１２月のお祝い 
おめでとうございます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

例会日 クラブ行事 摘要 

12/9(金) 

第 1208 回 
クラブ年次総会 理事会 

12/16(金) 

第 1209 回 
会員卓話  

12/26(月) 

第 1210 回 
年忘れ夜間例会  

1/6(金) 

第 1211 回 

合同新年賀詞 

交歓会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(担当／鈴木寿君) 


