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時には、自分のことを大笑しなさい。
それはあなたのためになる！  

 
■ 会 長 報 告            松葉 義之君 
本日は浅川建史君の入会です。先生の入会は会

員の健康への意識向上に一段と資するものと期

待します。奉仕の理想のもと友情を深めましょう。 
通信制高校の藤枝学習会閉講式が 2 月 28 日市

生涯学習センターで行われました。今年は２名が

立派に卒業しました。卒業の単位取得に頑張って

いる 30 名の学友の励みです。この子たちの今後

の活躍としあわせを心から祈ります。 
3 月に入り春の気配が増してきました．蓮花寺

池畔を歩いて和庭園を過ぎると｢頌茶碑｣と書か

れた碑が現れます．茶業界の隆盛を願って毎年 4
月ここで藤枝茶業振興協議会によって盛大に”献
茶式”が行われております。 
この碑の右奥に大分古くなり表面が侵され苔

の目立つ碑があります．この地方のミカンの隆盛

に大きな貢献をした｢中山金作先生頌徳碑｣です。 
昭和29年11月志太郡下の柑橘栽培者一同によ

って建立された物で揮毫は斎藤寿夫県知事によ

るものです。中山氏は明治 19 年岡部町に生れ県

立中泉農学校を卒業後､志太部農会の農業指導者

の生活に入り､特にミカンに興味をいだき生涯を

この地方の柑橘栽培の技術向上と産業拡大に尽

くした人です。当時の志太群長の寺田栄美がミカ

ン園の改良向上に力を入れ､指導者と生産者の代

表を愛知県内のみかん園に派遣したりする中で

氏も研修を積み技術の向上と普及に全力を注が

れました。 
特に剪定の研究と普及で『中山式剪定』と称さ

れる程の技術体系を確立した。碑の横に建つ氏の

辞世の句には『われ逝かば みかん園の土と化し 

根ばり丈夫に みのり豊かに』とあります。 
昨年末に逝った私の父も終戦後ミカン栽培に

情熱を注ぎ、昭和 31 年に昭和 27 年よりの長期全

国みかん園共進会で栄えある農林大臣賞を受賞

しました。父は中山氏の技術に心酔し学び尊敬し

この受賞の基になっていると良く話してくれま

した。 
時の河野一郎農林大臣の賞状と記念の大時計

は我が家の宝です。35 才までミカン栽培に携わ

った私にも中山氏の事は特別の思いがあります。 

■ 理 事 会 報 告          村松 英昭君 
・3 月､4 月のプログラムが承認されました。 
・ 平和則君の入会が承認されました。 
・ 会報のパソコン活用による､ペーパーレス化

について話し合いました。その結果、会報ペ

ーパーレス化委員会の設立が承認されました 

■ 出 席 報 告            酒向 謙次君 
本日のホームクラブ 

出 席 者 
前回の補正出席者 

32/45 71.11％ 35/44 79.55％ 

(1) 欠席者（事前連絡とメーキャップをそうぞ） 
○小宮君 ○桜井君 ○平井君 ○増田君 
○宮川君 ○望月志君 ○池谷君 ○村松弘君 
板倉君 鈴木舜君 仲田晃君 仲田廣君  
村松宏君 
(2) メーキャップ者 
江﨑友次郎君（藤枝南） 



■ ス マ イ ル ＢＯＸ       村松 英昭君 
・夫婦そろって誕生祝いをいただきありがとうご

ざいました。         池ノ谷敏正君 
・夫婦そろって 2 月生れです。ニコニコが遅くな

ってすみません。        青島 彰君 
・夫婦共に仲良く誕生日を迎えます。お祝いをい

つもありがとうございます。  青島 克郎君 
・誕生祝（S.2.3.9）・結婚祝（S.26.3.2） 
                 橋本 守君 
・結婚祝ありがとうございます。39 年が過ぎて

お互いに元気です。      水野 義猛君 
・結婚祝            小西 啓一君 
・結婚祝、28 年になります。ありがとうござい

ます。            松葉 隆夫君 
・結婚記念日祝いありがとうございました。42
回目です。          平田宗太郎君 

・10 年ぶりに卓話させて頂きます。and 愚妻の

誕生お祝い有難うございます。 石垣 善康君 
・夫人誕生・結婚記念日お祝いありがとうござい

ます。            渡辺 篤司君 
・家内の誕生祝い結婚記念日 39 年目に成ります。

Ｗで祝って戴いてありがとう。   栗原 毅君 
・家内の誕生祝いありがとうございます。 

江﨑友次郎君 
・孫娘が大学医学部に合格しました。これで姉妹

2 人医者の卵が出来ました。  江﨑友次郎君 
・ 望月志郎・浅川建史君の入会記念。 

松葉 義之君 
・浅川建史先生の入会を心から歓迎します。 

柳原 寿男君 
スマイル累計額   ７３０，０００円 

■ 新 会 員 入 会 式！！ 
先週の、望月志郎君に続き、

今週も又、新会員が入会。入会

式が行われた。 
＜プロフィール＞ 
氏 名：浅川建史君 
勤務先：誠和藤枝病院院長 
自 宅：静岡市丸山町 12-203 
電 話：248-2938 
生年月日：昭和 24 年 5 月 13 日 
趣 味：読書                   ▲松葉会長と!! 

ご家族：奥様と 3 人のお子様 
推薦者：柳原寿男君 

新会員浅川建史先生のプロフィール 
    柳原 寿男君 
此の度入会されまし

た誠和藤枝病院院長の

浅川建史先生をご紹介

いたします。 
先生は名古屋市立大

学のご出身で、平成 8 年志太医師会に入会されま

した。静岡市にお住まいで、当地の中ノ合の病院

に通われております。趣味は読書とのことですが、

大変な勉強家でもあります。日進月歩の医学の世

界では、日日研鑽が求められます。実際に毎晩の

ように講演会、講習会、症例検討会等が開かれて

います。その多くの会に先生は出席され又、時折

適確な質問をされる姿を見付ける機会がありま

す。 
さて、会員の平均年令も 61～62 才となってお

り、先生のご専門の分野での相談も、今後大いに

期待されます。正にタイムリーなご入会と思われ

ます。 

■ 卓 話                     石垣 善康君 
〔ISO9001‐2000 を取得して〕 

ISO9001‐2000 年度

版は「顧客重視－顧客

満足の向上」を最優先

に定義されています。

(株)石垣印刷本社、工場、

タルプリプレス部門の

(株)ランドマークプレスは、2002 年 11 月、JCQA
による本審査の後、登録委員会の審議を経て正式

に ISO9001‐2000 年度版に登録されました。 
「お客様にご満足頂けるサービス

静岡営業所、そしてデジ

・製品の提

供

 

」を最重要テーマに、皆様方のお役に立つ印刷

会社として、地域に貢献したい!! 
＜担当／石垣＞


