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８日(日曜日)の静岡第五分区インターシティミ

ーティングには貴重な日曜日を費やし当クラブか

ら２３名の登録そして２１名のご参加を頂き有り

難うございました。 

総勢３５７名の参加でホストクラブの焼津クラ

ブが大石ガバナー補佐のもと今回のＩＭは講演な

どをやめ懇親会にすべてを掛けたといわれるよう

に白装束をまとった牧田ガバナー、大石ガバナー

補佐、伊佐焼津クラブ会長が木遣りの行進と共に

入場した大懇親会では素晴らしい料理が提供され

ました。 

ＩＭに先立ち１１時半から第４回会長幹事会が

開催されＩＭのプログラムの説明の他、会員増強

の地区の現状報告と各クラブの進捗状況の報告が

されました。地区全体では現在５４名の純増にな

っているそうです。当分区では９名増員の静岡ク

ラブが群を抜いていましたが各クラブともなかな

か頑張っているようです。  

また、本クラブで申請しておりました冠講座の事

業に対し本年度の意義ある業績賞に内定したとの

報告を大石ガバナー補佐と牧田ガバナーから伝え

られました。 

自宅の玄関に横書きの書を飾ろうと言うことに

なり額装された手持ちの書の幾つかの中から丁度

良い寸法の物を飾りました。書には信偽万事本と

書いてあります。どうやら信ずるをもって万事の

本とするということのようです。落款印と名が青

州と書いてある様なので全身麻酔の権威、花岡青

州が書いたものだとてっきり思いこみ何人かの人

には無責任にも青州の書だと言ってしまいました。 

その後９３歳の半分惚けた私の母親がこの書は渋

沢栄一の書だと言いましたのでよく見ますと青州

の州の字が崩してあって分かりにくいのですがど

うやら渕という字に見えます。また落款も青渕と

なっていますし、そのそばに渋沢栄一という印も

見つけました。どうやら惚けているのは母親でな

くこちらのようです。 

青渕というのは渋沢栄一の雅号で東京都北区に

ある渋沢資料館に付属する栄一が８０歳の時建て

られたとされる図書館にも青渕文庫と名付けられ

ています。興味がそそり渋沢栄一について少し調

べてみました。 

天保 11 年（1840 年）2月 13 日、武蔵国血洗島村

（現埼玉県深谷市）に父市郎右衛門、母エイの長

男として生まれ市三郎と名付けられました。 

渋沢家は藍玉の製造販売と養蚕(ようさん)を兼

営し米、麦、野菜の生産も手がける大農家である

と同時に原料の買い入れと販売を担うため算盤を

はじく商業的な才覚も持ち合わせていたようです。 

市三郎も父と共に信州や上州まで藍を売り歩き、

藍葉を仕入れる作業も行い 14歳の時からは単身で

藍葉の仕入れに出かけるようになり、この時の経

験がヨーロッパ時代の経済システムを吸収しやす

い素地を作り出し、後の現実的な合理主義思想に

つながったとされています。 

その後、一橋慶喜に仕えることになり仕官中は一

橋家領内を巡回し、農兵の募集に携わりました。 

主君の慶喜が将軍となったのに伴い幕臣となり、

パリで行われる万国博覧会に将軍の名代として出
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席する慶喜の異母兄弟、徳川昭武の随員としてフ

ランスを訪れパリ万博を視察したほか、ヨーロッ

パ各国を訪問する。 

大政奉還に伴い帰国後は静岡に謹慎していた慶

喜と面会し、静岡藩に出仕することを命じられる。

しかし、フランスで学んだ株式会社制度を実践す

るため仕官を断り慶応 4 年に静岡で商法会所を設

立しますが大隈重信に説得され大蔵省に入省する。

大蔵官僚として民部省改正掛を率いて改革案の企

画立案を行ったり、国立銀行条例制定に携わる。

しかし、予算編成を巡って大久保利通や大隈重信

と対立し、明治 6 年に退官した。 

退官後間もなく、官僚時代に設立を指導していた

第一国立銀行（現：みずほ銀行）の頭取に就任し、

以後は実業界に身を置く。また、第一国立銀行だ

けでなく、七十七国立銀行など多くの地方銀行設

立を指導した。 

第一国立銀行のほか、東京ガス、東京海上火災保

険、王子製紙、秩父セメント、帝国ホテル、秩父

鉄道、京阪電気鉄道、東京証券取引所、キリンビ

ール、サッポロビールなど、多種多様の企業の設

立に関わり、その数は 500 以上とされています。 

栄一は実業界の中でも最も社会活動に熱心で、東

京市からの要請で養育院の院長を務めたほか、東

京慈恵会、日本赤十字社等の設立に携わり財団法

人聖路加国際病院初代理事長、財団法人滝乃川学

園初代理事長、YMCA 環太平洋連絡会議の日本側議

長などもした。 

職業奉仕と社会奉仕を両立し活躍した正にロー

タリーアンのような生き方をされた方だと思いま

す。 

静岡ロータリークラブのチャーターメンバーで

後に清水ロータリークラブに移籍され現在８９歳

になられるはごろもフーズ顧問の後藤磯吉氏が渋

沢栄一翁の精神を受け継ぐ企業経営者に贈る「渋

沢栄一賞」を受賞され表彰式が二月十日に埼玉県

内で行われました。 

静岡県内の企業では初の受賞で、後藤氏は「身に

余る光栄、随分と厳しい状況にさらされてきたが、

その都度多くの人に助けられてきた。今後もでき

る限りの努力をさせていただきたい」と述べられ

たそうです。 

大した努力もせず額を飾って渋沢栄一にあやか

りたいという図々しい考えはやはり改めるべきで

しょうか。 

■ 会 長 幹 事 会 報 告      仲田 廣志君 
＜第４回会長幹事会＞ 
３月８日（日）１１：３０～ アンビアで開催 

• ３月１日付 米山奨学生の学友会発足 
事務局 米山会館 

• ＲＩ会長 意義ある業績賞 
６クラブエントリーしている 
当クラブの冠講座が最有力候補 

• 榛南クラブの３０周年記念式典５月１０日（日） 
• ガバナー補佐訪問 ５月２０日 

■ 幹 事 報 告                仲田 廣志君 
• 国際ロータリー第２６２０地区２０１１～１２

年度 ガバナーノミニーが決定致しました。  

沼津ロータリークラブ 積 惟貞君 
• 協同プロジェクト最高賞について・ガバナー月信

３月号の記事掲載のお知らせがガバナー事務所

よりメールにて届きました。 
• 全国高等学校駅伝競走大会・バスケットボール選

抜優勝大会出場についての御礼と収支決算書が

藤枝明誠高校より届いております。 
• 暴力追放運動啓発物品が藤枝地区暴力追放推進

協議会より届いております。 
 １）携帯クリーナー  ２）クリアファイル 
• 藤枝こどもと本をつなぐ会通信 Ｎｏ５５が届

いております。 

■ 出 席 報 告          松葉 義之君 
本日のホームクラブ 

出席者 前回の補正出席者 

23／37 62.16％ 29／37 78.38％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○北村君 ○櫻井君 ○酒向君 ○水野君 
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○栗原君 ○松葉隆君 渡辺君 飯塚君 

板倉君 鈴木舜君 仲田晃君 望月志君 柳原君 

山田君 

■ 新 入 会 員 卓 話                            
 

 大塚 博巳君 

 

 

 

 

1、 株式会社中央防犯の会社説明（業務内容） 
（1） 機械警備業務・・・自主防犯システム、

オンラインシステム 
（2） 機密処理業務・・・機密書類溶解再生、

機密データ消去 
（3） 現金輸送業務・・・現金・有価証券の

安全輸送、店舗レジ用つり銭準備金も

配送。 
（4） 常駐・イベント・保安警備・・・施設

の管理監視、イベントの安全管理、店

舗の万引き防止  
（5） 安全商品・・・監視カメラ・Web カメ

ラ、電気錠・出入り管理、ドアホン・

センサーライト、 金庫、防犯フィル

ム、災害時簡易トイレ・非常持ち出し

セット 
（6） 緊急地震速報受信装置・・・デジタル

なまず（Ｐ波初期微動をキャッチし安

全確保） 
（7） 電話受付・・・ＡＣＭテレフォンセン

ターで２４時間、電話受付代行します。 
（8） 通信機器・・・無線等販売 

2、 刑法犯について（藤枝警察署Ｈ19 年資料にて） 
（1）県下の発生状況（県下 45.472 件）。県下 29

警察署の中で、藤枝警察署は１１番目（当

時の人口は県内で６番目）  
（2）発生状況の10年の推移 県下は減少傾向、

藤枝も同様に推移しているが、検挙件数・

検挙人員 
についてＨ19 は上がっている。※治安は高

い事がわかる。 
 （3）時間帯別発生状況、窃盗犯は午後３時から

午後９時が最も高い。※午後の買い物、そ

して夜の帰宅時間が遅い家庭等が狙われて

いるものと思われる。 
 （4）窃盗犯の手口、侵入窃盗は空き巣が圧倒的

に多い。そして事務所荒し、出店荒しも多

い。※皆さん気をつけてください。 
 （5）非侵入窃盗では、車上ねらい、自転車盗、

万引が多い。※自家用車の中にカバンとか

袋を見えるように置かないことが防ぐポイ

ントです。 
 （6）振り込め詐欺も、Ｈ19 年県下で４９６件、

被害額８億円余と過去最高だったそうです。

※十分注意をしてください。普段から家庭

で対策について話しをしておくことが大切

です。 
 （7）特別法犯、薬物（覚醒剤・大麻・麻薬）に

よる検挙者も増えているそうです。※常日

頃から、若者に薬物の怖さを教えることが

必要です。 
3、 火災発生状況について（藤枝市ホームページ  

藤枝市消防本部Ｈ19 年統計より） 
（1）地区別には青島地区が圧倒的に多い。つ

いで岡部、西益津、広幡、葉梨となってい

ます。 
  （2）火災件数では建物が２４件（全体の

53.3％）、出火原因は、こんろ・たき火・

放火の疑い・放火・たばこが多い。※皆

さん気をつけてください。 
4、 住宅用火災警報器について 

（1）消防法改正（Ｈ18 年６月 1 日）により住

宅にも自鳴式火災警報器が義務付けられ

ました。その期限は本年５月 31 日までと

なっています。（罰則規定は現在ありませ

んが、目的は家族の命を守ることです） 
  （2）夜間就寝中に、不幸にも火災に見回れた
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場合、煙に巻かれてなくなるケースが多

いようです。この火災警報器は自鳴式（大

きな音と音声）で知らせますので、少な

くとも気がついて逃げ出すことが出来ま

す。家族の命を守りましょう。 
  （3）設置場所は、住居の寝室・階段の踊り場

（２階建ての場合）です。 
      当社で扱っている商品は１０年保証です。

価格も今回に限り藤枝ＲＣ価格？です。

未設置の方はお早めにどうぞ・・・！ 
5、緊急地震速報について 
  （1）地震の仕組みは、先ずＰ波（初期微動）、

Ｓ波（主要動・強いゆれ）があります。 
  （2）当システムは、Ｐ波をキャッチし、位置・

規模・想定される揺れの大きさを自動計

算し警報します。 
  （3）命を守る為に「１０秒」が大切です。１

０秒あれば、危険な場所から逃げ出すこ

とも可能ですし、危険な状況から回避で

きます。昨今の中越沖地震、宮城県地震

等の教訓から実証されております。 
  （4）価格は、デジタルなまず設置費（本体価

格込み）140.490 円、サーバ利用料月額

10.500 円 
6、ワンポイトイレについて 
  （1）地震や台風等名災害時、最も困るのは「ト

イレ」といわれております。 
  （2）ワンポイトイレは、 

①簡単組み立て式（オレフィン系樹脂の

為、水にぬれても壊れません） 
②排泄ワンタッチ処理袋（紐で簡単に処

理できる）  30 袋・・・燃えるごみと

して処理 
③凝固吸収剤（消臭剤入りの為臭わない）      

30 袋・・・燃えるごみとして処理 
④便座シート５０枚                    
⑤利用保護ポンチョ（人をすっぽりと包

みます） 
         （3）その他防災避難用品も１色一式扱ってお

ります。 
防犯・防災面で困ったことがあったら大塚まで！

（℡643-0110） 
 
■静岡第５分区インターシティーミーティング■ 

 

 

 

 

（担当／森下） 


