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本日の例会は芦澤会員による会員卓話ということで、
ジャズバンドに所属する芦澤さんに
敬意を表して、私の知っている数少ないジャズの曲からヴィレッジ・ストンパーズの「ワシントン広
場の夜はふけて
（Washington Square）」
を選曲しました。
この曲は、
１９６３年のヒット曲です
から、
ずいぶん古い曲ですが、
シングルB面がモーツアルトのトルコ行進曲をジャズアレンジし
た
「ウィーンの夜は更けて」
という曲でした。
こちらはCD音源がなく、
ユーチューブでしか聴けま
せんが、
こちらの方もグッドです。
話は変わりますが、今月初めに、池袋のサンシャイン劇場に行って「ひみつ」
という題名の
舞台を見てきました。
この演劇は、役者である宅間孝行さんが主宰するプロジェクト
「タクフェ
ス」のプロデュース公演でして、有名どころでは、戸田恵子さん、
ベンガルさん、南海キャンディーズのしずちゃんな
どが出演していました。
ストーリーは、過去に一世を風靡した姉弟漫才コンビが年をとって、姉の方が痴呆になっ
て余命もわずかとなったために、弟ら家族が幼少時に養女に出した一人娘に一目会わせてあげようとする話で
す。姉は若い頃に年下のプレイボーイと結婚して一人娘を産みますが、
やむを得ない事情で幼少の一人娘を養
女に出したのですが、
その秘密を知らず、母親に会おうとしない娘を説得していく中で過去の秘密がひもとかれ
ていくという展開です。漫才コンビの姉弟には、幼少時に父がサリン事件に関わったというえん罪で死刑になっ
たという封印していた秘密があり、
さらには、姉と結婚した夫が姉の預金を使い込んだ上に殺害されたことから、
妻である姉に疑いがかかって無実の罪を着せられたことから幼少の娘を養子に出さざるをえなかったという秘密
が明らかになっていくという中で、親子の思いが語られていきます。人には、
それぞれ何かしらの秘密があり、
それ
を背負いながら人生を生きていることを表現する中で親子愛の尊厳さ，
素晴らしさを訴える感動的な舞台でした。
タクフェス公演は、毎回笑いと感動で最後は号泣するという演劇を提供してくれます。

幹 事 報 告

望月 由美 幹事

１．本日の例会は、芦澤会員による会員卓話です。
2. 次週12月1日は、年次総会と救急救命士 青木信
浩さんによる招聘卓話です。
3. 次々週12月8日は、長島会員による会員卓話です。

ロータリーソング
我等の生業

会長セレクトミュージック
「ワシントン広場の夜は更けて」
ヴィレッジ・ストンパーズ

淺井 友一 会員

お客様紹介
望月 威男 様

松本 委員長

(静岡中央RC)

以上1名の客様です。

委員会報告
管理運営委員会 松本 博 委員長
平成29年12月22日
（金）
18：00〜開催の家族例会の出欠
席の連絡を12月8日
（金）
までに事務局久保田さんまでお
願いします。

出 席 報 告
出席計算
回 月・日 会員数 会 員 数
前々回 11/10 43名 40名
本日 11/24 43名 41名

出 席
メイク 出席＋ 確 定
会員数 出席率 アップ メイクアップ 出席率 完 欠
34名 85.0％ 1
35 87.5％ 5
36名 87.8％ −
−
−
−
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会員のお祝い
誕生日
野村 泰俊 会員
(昭和23年11月30日生)
もう誰も祝ってはくれないがプレ
ゼントに記された一言がとてもう
れしい。最近は高血圧症、
身長
も関節が縮んだのか４ｃｍほど
低くなってしまったが気持だけ
は若いので頑張ります。

会員表彰
鈴木 正久 会員
米山功労賞受賞しました、
おめでとうございます。

会 員 卓 話

松田 茂 様

芦澤 政広 会員

阿部 裕之 会員

○芦澤 政広 会員
先日のコンサートにお出かけ下さった皆様、
ありがとうございま
した。
本日は会員卓話です、
よろしくお願いします。
○洞江 秀 会長
芦澤さん、
卓話、
期待しています。
○山田 常夫 会員
11月22日、
第1回「トゥギャザーズ」実行委員会を開催致しま
した。
○トゥギャザーズ実行委員会 清水 委員長
先日、
「トゥギャザーズ」打合せの後有志で決起集会を行い
ました。
その時のおつりをスマイルします。
トゥギャザーズ2018、
成功させるぞ！
○野村 泰俊 会員
11/30誕生日、
お祝いありがとうございます。
69才になります、
古希めざして頑張ります。
誰も祝ってくれません、
市野さんだ
けがお祝いの言葉を掛けてくれます。
○坪内 志のぶ 会員
本日は市野さんの素敵なスマイルでスマイルします！
○鈴木 正久 会員
船旅から無事帰ってきました。
いつも有りがとうございました。
○静高野球部後援 会長 阿部 裕之 会員
神宮大会で初めて一勝しました。
歴史的！春の選抜、
当確に
なりました。

< 自己紹介とＰＲ >
○１９５４年
（昭和２９年）
山梨県甲府市生まれ、
生後１００日で静岡に移り小・中・高校と静岡です。
静岡商業高等学校在籍時は野球部の黄金期、数々のプロ野球選手を輩出。
吹奏楽をやっていた私は甲子園に何度も連れて行ってもらいました。
○大学時代はアルバイ
トに明け暮れ、食品会社に住み込み、朝３時から肉まんを作っていまた。
大学時代の唯一の成果は、
バイ
トで貯めたお金で３ヶ月間ヨーロッパを放浪したこと、
その経験
が多少人生に役立っていると思います。
○横浜港から船で当時のソ連へ、北欧経由でイギリスに１ヶ月の語学留学、
ドイツ・オーストリア・オラ
ンダ・フランス・スイス・スペインなどを周り
「さまよえるオランダ人」
ワーグナーの世界でした。
○１９７７年
（昭和５２年）
大学卒業後、父が営んでいた鞄・バック卸の会社に入社、営業を担当し
ました。
地方の問屋同士が集まり商社を中心にボランタリーチェーンを組み、
中国などにも仕入れに行き
ましたが、
その後市場改革が進み中国から安価な製品が沢山入るようにな時代の変化により
事業が難しい状況となり、約４０年間続けた問屋業を閉じる事としました。
（平成６年）
日動火災海上保険に研修生として入社、
その後代理店として独立しました。
○１９９４年
入社した翌年の１月１７日に阪神淡路大震災が発生し、保険業界に足を踏み入れた私には衝
撃的でした。更にオウム真理教による地下鉄サリン事件が起こり、事件・事故に敏感に反応する
生活が始まりました。
○２０００年
（平成１２年）
イプロス設立、保険は被害にあった時にお客様の役に立てる商品です
が、
お客様にとっては被害に合わないことの方が大切だと感じ、
リスクマネジメントの勉強を始め
ました。
（保険でお客様と一緒に喜べるのはホールインワン保険の時くらい・
・
・）
○２０１２年
（平２４）
アイ
ドリーム静岡を設立し、現在静岡、沼津、島田の３店舗で生命保険・損害
保険の代理店をしております。
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