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■ 会 長 報 告            山田 壽久君 

皆さんこんにちは 

 先週の６月２日・

３日と、会員親睦旅

行に、会員の皆様そ

し て 奥 様 方 総 勢

２７名で、福岡に行

って参りました。 

天気予報では、あまり芳しくない予報でしたが、

参加会員の皆様のおかげで、２日間とも大変いい

天気に恵まれました。 

静岡空港から快適な空の旅で、あっと言う間に

福岡に到着しました。１日目は鍋島藩窯元公園に

行って伊万里焼の色々な陶器を見て参りました。

公園の中には多くの窯元のお店が立ち並び、見ご

たえのある陶器をたくさん見て参りました。また、

夕食は中洲の料理屋さんで楽しく食事をいたし

ました。その後は屋台に行かれる方や、中洲を

楽しまれた方と、各々楽しい時間を過ごしていた

だきました。翌日は飯塚市の、旧伊藤伝右衛門邸の

見学に参りました。ＮＨＫの朝ドラ「花子とアン」の

舞台となった、筑豊に名を轟かせた炭鉱王、伊藤

伝右衛門の本邸は素晴らしい建物でありました。

玄関先の大きな表札は、地元の代議士である麻生

太郎が書いたものでありました。ガイドによれば、

麻生太郎は地元では大変人気のある代議士だそう

です。その後は柳川藩のお堀の船下りを楽しみ

ながら、松岡修造の母校柳川高校のテニスの練習

風景を見ることも出来ました。天気も良く大変

暑い日でもありましたが、楽しく船下りをして

参りました。一泊二日の大変タイトな行程で少し

疲れましたが、楽しい会員旅行となりました。

親睦委員の皆様には企画から当日の添乗員の

代わりまで、大変ご苦労をお掛けして、ありがとう 

ございました。この場をお借りして感謝申し上げ

ます。 

 さて、今週の田中角栄の言葉をご紹介したいと

思います。角栄の言葉も、今日の例会が終われば

残すところ２回となりました。今思えばアッと

言う間の一年であったと感じております。今日は、

新聞各社が様々なニュースを報道しますが、トラ

ンプ流で言えば、フェイクニュースばかりだと

当時の角栄も言っておりました。角栄は若い記者

たちに、新聞の一面二面は読む必要がない。特に

社説は必要ない。あれは物事を良く知らない連中が、

自分でも何を書いているのか良くわからないで

書いている。そのために読む人は、益々政治が

分からなくなる。と、からかったそうです。「新聞で

信用できるものが３つある。死亡記事に株の値段、

それにテレビの案内欄だ。この３つに嘘はない。」

角栄の時代でも、現在でも、新聞記事により国民に

誤解を与えたり、間違った方向性を持った新聞社が

あるという事を、暗に若い記者に諭したのでは

ないかと思います。新聞を読むにも様々な情報を

収集することが、肝要であると私自身も感じます。 

 以上で、今週の会長報告とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

■ 理 事 会 報 告        渡邊 博文君 

・7.8 月プログラムについて、承認されました。 

・次年度事業計画・予算について、承認されまし 

 た。 

・次年度会費について、承認されました。 

・7/28 お花畑事業について、第 8回『あつ～い 

 夏だからすずしい体験』が承認されました。 

・納涼夜間例会について、8月25日（金）18：30～ 

小杉苑で開催される事が承認されました。 
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■ 幹 事 報 告          渡邊 博文君 

・第 2620 地区より 

 ロータリー情報冊子のご案内が届いております。 

ご希望の方は事務局までご連絡ください。 

・藤枝市国際友好協会より 

 ＦＩＦＳ ＮＥＷＳが届いております。 

・志太経済懇話会 渕脇一啓会長より 

 会報誌「志太の風vol.44」のご案内が届きました。 

■ 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 

43／48 89.58％ 44／48 91.66％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○川口君 ○ 井君 ○渡辺哲君 佐野裕君 

早川君 

(２)メークアップ者  

山田 壽久君（島田） 富澤 静雄君（島田） 

小池 𠮷久君（榛南） 

■ スマイル B O X           藪﨑 茂君 

・ありがとう！          富澤静雄君 

・6月 2.3日の会員旅行ありがとうございました。 

楽しく行って参りました。計画から実施まで 

担当して頂いた委員の皆様に心よりお礼申し 

上げます。           山田壽久君 

・会員旅行楽しかったです。親睦委員会の皆様 

ありがとうございまし。     渡邊博文君 

・妻の誕生祝いありがとうございます。 

梅島純夫君 

・妻の誕生プレゼントありがとうございます。 

会員旅行では、お世話になりました。竹田敏和君 

・6/18 父の日に誕生日を 2人で迎えます。 

小池吉久君 

・結婚記念プレゼントありがとうございます。 

今日 26 回目です。先月長男の大学の卒業式に 

行ってきました。楽しいアメリカ旅行でした。 

松浦正秋君 

スマイル累計額  ５７２，２００円 

 

 

 

 

■ 会 員 卓 話                  

 

 

親睦担当卓話 

  平原 望君 

 
 
 
【日 程】 ６月２日（金）～６月３日（土） 

【訪問先】 福岡県・佐賀県 

【総 括】 

参加されたみなさんのご協力のお陰で、訪問先の

福岡県・佐賀県の歴史・伝統・文化にたっぷりと

触れ、静岡と同じくらい豊富で美味しい海の幸・

山の幸を堪能し、無事に行程を終えることができ

ました。本当に感謝いたします。 

また、稲葉ご夫妻にいたりましては、旅行当日に

絡む重要な用件が急遽発生したにも拘わらず、

私達とは別行動で、その用件を終えられてから

新幹線にて駆けつけて下さいました。改めて、

本当に感謝致します。 

私の段取りの悪さなどにより、みなさんにはご迷惑

をお掛けした点も、多々ございましたが、ロータ

リーの友情に免じてご容赦いただけると幸いです。 

 

【内 容】 

６月２日の朝 早朝７：００に静岡空港集合。 

会員旅行団結団式後に７：３５発 FDA141 便にて

出発、９：１５定刻通り福岡空港着。  

何のトラブルも無く、スムーズに移動できました。 

９：５０福岡空港から２日間お世話になった南福岡

観光のバスに乗り込み、バスツアーのスタート。

ドライバー：田頭さん、ガイド：古賀さんのペアー

で、ガイドの古賀さんは、勿論知識も豊富で、

非常にトークの面白いお姉さん？で、２日間、

大変ツアーを盛り上げてくれました。 

ロータリー旅行の定石で、バスツアーのスタートと

同時に宴席が始まります。 

そして後部のサロン席では、ガイドさんの話を

聴くのとは別の“おたのしみ”である とある

競技が始まり、盛り上がります。 

しかし、スタート直後にトラブル発生！宴席からの

「ワインは無いのか？」の声。 

ビール、日本酒、焼酎、お茶、水は用意しており

ましたが、ワインは有りません。 

広い福岡空港の駐車場を出て直ぐのコンビニに

緊急停車し、ワインを購入しました。 

ガイドさん曰く、「発車して１０分でコンビニに

寄ったのは初めてです！」とのこと。 

そうこうしながらもバスは走り、最初の目的地で



1229/1230‐3 

 

昼食処である佐賀県武雄市にある、武雄センチュ

リーホテルに到着。 

余談ですが、武雄市だけに、ガイドさんが“武雄”と

言う度に、山田会長、渡邊幹事より、「健夫！飲め！！」

とお声が掛かり、健夫プログラム委員長はその都度、

焼酎・日本酒を一気飲みしてへろへろになって

おりました。 

武雄市滞在中は、健夫さんは大変だったと思います。 

 

〔武雄センチュリーホテル〕 

庭園の綺麗なホテルにてランチ。地元名物の佐賀牛

の陶板焼きも堪能しました。 

 

そしてバスにて移動。１日目観光のクライマックス

である鍋島藩窯元公園に着きました。 

 

〔鍋島藩窯元公園〕 

ここは、１６７５年から廃藩置県の行われた１８

７１年まで佐賀鍋島藩の御用窯が置かれたところ

で、その藩の窯で朝廷、将軍家や諸大名に献上する

高品位な焼き物が焼かれ、これが世界の至宝“鍋島”

と呼ばれています。そしてその伝統を受け継ぎ

現存しているのが伊万里焼です。公園内には、

３０数件の窯元があり、伊万里焼を製造・販売して

おります。 

伊万里焼は美しく、高品質です。私も僭越ながら、

紅梅をあしらった猪口と杯を購入させて頂き

ました。 

焼き物の原石を切り出して切り立った大屏風

奇岩を背景に、レンガ造りの煙突や窯元が立ち並ぶ

景観も絶景で素晴らしかったです。 

 

そしてバスにて移動。再度福岡県に戻り、宿泊先で

ある福岡ワシントンホテルに到着し、１日目のバス

ツアーは終了です。途中博多駅にて、１７：１０分

に新幹線のぞみで到着された稲葉ご夫妻をお出

迎えしました。お疲れさまでした。 

ホテルチェックイン後、夕食会場である中州鷹勝に

徒歩にて移動しました。 

 

〔中州鷹勝〕 

山田会長、渡邊幹事に通常例会を行って頂いた後、

内山前年度会長の乾杯により、親睦の部 博多夜間

宴席例会が始りました。呼子？イカなど、地元

魚介の刺身盛り合わせを皮切りに、最後は博多名物

水炊きを頂き、締めのうどんも堪能して、満腹に

なり宴席を終了しました。 

 

〔２次会〕 

全員での２次会は行いませんでしたので、これ

以降は各々での行動となりました。 

ここからはプライベートです！！ 

６月３日朝、８：２０にホテルチェックアウト後、

２日目のバスツアースタート。 

飲み過ぎ等で遅刻された方など無し、スマートな

スタート。 

途中、“用たし”を求める予定外停車を経ながら、

約１時間で福岡県飯塚市にある 旧伊藤伝右衛門

邸に到着。 

 

〔旧伊藤伝右衛門邸〕 

NHK 連続テレビ小説「花子とアン」の劇中舞台と

なった邸宅。 

筑豊の炭鉱王、伊藤伝右衛門（劇中では吉田鋼太郎

演じる）と妻 白蓮（劇中では仲間由紀恵演じる）が

住んでいた豪邸。決して成金趣味でなく華美過ぎず、

しかし極上の木材等の材料をふんだんに使い、

究極の技法により建築された２５もの部屋を有す

近代和風住宅。池を配した広大な回遊式庭園も

素晴らしいです。更に、欄間の透かし彫りや各部屋

ごとに全く異なる美しくデザイン性に富んだ照明

など、細やかな所まで凝った造りは、本当にセンス

が良いです。素晴らしい！ 

ただ私個人的には、職業柄、白蓮が嫁入り条件の

我がままで造らせた九州地方初の水洗トイレが

気になりました。みなさんはいかがでしょうか？ 

 

そしてバスにて福岡県柳川市に移動。１３万石を

有した柳川藩 柳川城のお濠を船で下る所要時間

約３０分間の柳川船下りのスタートです。 

 

〔柳川船下り〕 

船頭さんの漕ぐ小舟で、お濠の川をゆったり進む

川下りです。お天気も最高で、川辺の景色も非常に

美しく、北原白秋の生家があることから、船頭さん

と白秋の“待ちぼうけ”を歌ったりと、本当に

楽しい川下りでした。 

川下りの終点が、昼食処の御花 レストラン対月館

でした。 

 

〔御花 レストラン対月館〕 

柳川藩主 立花家の別邸だった建物で、明治期には

洋館も建てられて、美しい庭園とともに資料館に

なっており、ここでも歴史にたっぷりと触れる

ことが出来ました。 

昼食は鰻のせいろでした。鰻のたれと一緒に炊いた

茶色のご飯の上に、ふっくらと蒸し焼きにされた

鰻が載っており、非常に美味でした。 

食後には、お土産の買い物も楽しみましたが、

若干時間を持て余した為、１時間少々予定を切り

上げて移動を開始しました。 

 

バスにて、予定には入っていなかった次の目的地

である柳川市の酒蔵 目野酒造へ移動しました。 
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〔酒蔵 目野酒造〕 

銘酒 特別純米 国の寿 ・ 純米大吟醸 百花

繚乱を生み出す酒蔵。 

水郷柳川だけに水良し、さらに米の旨味もしっかり

でキレもある、美味しいです。 

その他、大吟醸梅酒、ゆず酒、ノンアルコール

酒粕もとても美味しく、みなさん お土産を沢山

買われました。 

 

バス移動にて、福岡空港近くのお土産センター 

はねや総本家へ。 

 

〔はねや総本家〕 

みなさん各々、沢山のお土産を購入され、更に、

今回の会員旅行を残念ながら欠席された会員の

方々へのお土産も購入しました。 

 

バス移動にて福岡空港へ。ここで今回のバスツアー

は終了。 

ドライバー田頭さん、ガイドの古賀さん、２日間 

快適安全・楽しいツアーを本当にありがとうござい

ました！！ 

福岡空港にて、みなさん最後のお土産購入をしたり、

中には名残惜しむように 博多ラーメンを食べ

たりと、今回最後の福岡を過ごしました。 

 

１８：４０福岡発 FDA１４８便にて２０：０５、

ほぼ定刻通りに静岡空港着。 

チェックアウト後、空港ロビーにて山田会長より

ご挨拶を頂き、旅行団を解団して 全日程を終了

しました。 

 

なにはともあれ、無事に楽しく会員旅行を終える

ことができました。 

みなさん、本当にお疲れさまでした！ありがとう

ございます！！ 

 

■ 今週の一言         内藤 浩光君 

 

 

 

 

 

 

 

僕の尊敬する人は、皮膚病のこじき坊主の膿に口

をつけた光明皇后です。 

 

 

 

 

６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 

6/16(金) 

第 1231 回

次年度委員長 

方針説明 
 

6/23(金) 

第 1232 回
最終夜間例会  

7/7(金) 

第 1233 回

会長・幹事・ 

委員長挨拶 
理事会 

7/14(金) 

第 1234 回

ガバナー補佐 

訪問 
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●●会員旅行●● 
6 月 3 日(土)～4日（日）  福岡・佐賀 
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                                     (担当／鈴木寿君) 

 


