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１ ．例会変更のお知らせ
　富　士　宮…1/20（月）は1/19（日）
� 静岡第2グループＩＭに振替
　沼　津　北…1/21（火）は1/19（日）
� 静岡第2グループＩＭに振替
　富士山吉原…1/23（木）は1/19（日）
� 静岡第2グループＩＭに振替
２ ．2019-20年度下期会費ご納入のお願い
　ポストイン
３ ．Ｒ米山記念奨学会へ 特別寄付金（2019-20 年

度上期分）￥651,000送金
４ ．Ｒ財団へ 年次・ポリオ寄付（2019-20年度上期

分）￥626,500送金
５ ．ＲＩ第2620地区米山学友会より年賀状が届い

ております　⇒卓上配布
６ ．1月のロータリーレート　1ドル＝110円
７ ．「ロータリーの友」1月号　配布
８ ．ＲＩ第 2530 地区より「復興フォーラムin ふくし

ま」のご案内　⇒卓上配布

東君…本年もよろしくお願いします。本日は小生の誕
生日です。皆さんに祝っていただきありがとうござい
ます。
木村君…年男放談でお話をさせていただきます。よ
ろしくお願いいたします。
峯村君…昨年はお世話になりました。本年もよろしく
ご指導のほどお願いします。
太田君…年男です。ねずみ年なので健康にチュー意
しロータリー活動に集チューします。
向坂君…年男と奥様の誕生日の祝いありがとうござ
います。
積君…年男で卓話をさせていただきます。本年もよろ
しくお願いします。
渡邊（洋）君…結婚記念日のお祝いありがとうござい
ます。
山口君…明けましておめでとうございます。本年も一
年よろしくお願いいたします。
山本君…忘年家族会でついに念願のＴＶが当たり、
感激しております。ですが、ＴＶが大きすぎて設置
スペースがなく、部屋の模様替えが必要となっている
ため、まだ設置できていません。

積　　惟貞君
　30年程前に入会させていただきましたが、当時の
沼津ＲＣは市内の名士80人近くが在籍され、何人か
は常日頃尊敬し、憧れていた方々だったので、入会
を勧められた時は文字通り天にも昇る心地でした。
あの感動があったのでここまでＲを楽しめたのだと
思います。あの頃の先輩は大変鷹揚な方が多く、し
みったれたいわゆる「せこさ」を感じさせませんでし
た。これからのＲＣもそうであってほしいです。

向坂　義次君
　時が過ぎるのは早いもので、還暦を過ぎ、古稀も
過ぎまして、5年後は喜寿となります。高齢者となりま
して、ボケと痴呆の日 と々なりつつあります。なかな
か考えがまとまらず、いざ行動となっても、つい躓い
てしまいます。皆さんの迷惑にならないよう、静かに
ついていきます。これからもよろしくお願いいたします。

太田　昭二君
　子年のオリンピック。1948年（昭和23年）第14回ロ
ンドン不参加。1960年（昭和35年）第17回ローマ金メ
ダル4個。1972年（昭和47年）第20回ミュンヘン金メダ
ル13個。1984年（昭和59年）第23回ロサンゼルス金メ
ダル10個。1996年（平成8年）第26回アトランタ金メダ
ル3個。2008年（平成20年）第29回北京金メダル9個。
2020年（令和2年）第32回東京金メダル？個。

清　　マキ君
　まだ中学生の頃、60 歳の女性は縁側でお茶をす
すっている「おばあさん」であり、既に女性というカテ
ゴリーではないと思っていました。自分が今年その
年齢になる時、赤いちゃんちゃんこなんてとんでもな
い、まだまだ青春だ、などとほざき、中学生だった
当時の自分に笑われそうです。跡継ぎもおらず、自
動運転だの空飛ぶ車だの、免許制度や教習所の運
命も大きく変わるかもしれないのでお茶をすすって
はいられません。まだまだ現役で走りますので今後と
もよろしくお願いいたします。

木村　　拓君
　相場格言に「辰巳天井、牛尻下がり、未辛抱、申
酉騒ぐ、戌笑い、亥固まる、子は繁盛、丑躓き、寅
千里を走り、卯は跳ねる。」というものがあります。今
年は庚子です。「庚」は草木が成熟して実がなる状
態、「子」は草木の内側に閉じ込められていた生命が
続 と々萌え始める状態、とのことなので今年の株式
相場には期待しています。前回の庚子である1960年、
日本は高度経済成長まっただ中。この年は日経平均
55.1％の上昇。1972 年は田中角栄内閣発足の年で
すがなんと99.1％の上昇。1984年も16.7％の上昇、
次が1996年、－2.6％、次の2008年はリーマンショッ
クで大荒れ。－42.1％、約半分になりました。鼠は
異変を察知する能力に優れ、「鼠のいる家には火難
がない」という言い伝えが全国各地に残っているそう
です。鼠に逃げられないよう、大きな実りを享受でき
る年にしたいなと思います。
紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。
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米山功労者感謝状伝達
　米山功労者の奥村君・石渡君・服部君・勝呂君・
山本君に、感謝状伝達が行われました（村上君欠席
のため、報告のみ）。Ｒ米山記念奨学会への多大な
ご支援に、感謝いたします。
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会長挨拶� 会　長　東　　宗徳
　皆さん、こんにちは。本日は先ほど野際副会長よりご紹介
がありましたが、沼津市長賴重秀一様をお迎えしての例会で
す。新年の公務ご多忙のところ、当クラブの例会にお越しい
ただき誠にありがとうございます。後ほど「年頭のご挨拶」をお
伺いすることになっておりますのでよろしくお願いいたします。
　さて、今日は市長さんもお見えになっておりますので、少し
古い時代からになりますが、「沼津と私」にまつわる話をさせて
ください。思い起こせば、今から62年前の昭和33年6月に父親
が沼津の駅北で東外科医院を開業しました。それまでは青森
で無医村などの勤務を経て、東京に戻り母校で外科医として
の研鑽を積んでいましたが開業するにあたり、東海道沿い平
塚や茅ヶ崎などの町も訪れましたが、沼津に決めた理由は温
暖な気候と風光明媚で暮らしやすい環境と、何よりも母親は
特に3人の子供たちの教育を心配しており、その当時の沼津の
素晴らしい教育環境もあったと聞いております。家族5人で東
京から引っ越しの際は家財道具満載の大型トラックが厳しい
箱根峠を越えて沼津に無事着いた時のことは今でも鮮明に思
い出されますし、東京から沼津までは湘南型電車で約2時間
40 分かかりましたが、中でも熱海と函南間の丹那トンネルは
通過時間に約7分もかかっていたこともよく覚えています。当時
は外科の開業といえば自宅に病室と手術室を備えていること
が当たり前の時代でしたから、救急当番の夜は、当時5歳の
私は診察室の父親の椅子で寝込んでしまうこともあったよう
です。勝呂先生のお父様がより詳しいですが、昭和36年に全
国に先駆けて沼津医師会の休日外科救急在宅輪番制が始
まったのもこの頃で、全国的にも救急患者のたらい回しが社
会問題となった時代背景があり、この医師会を中心とした先
進的な取り組みは高く評価され現在にも受け継がれています。
しかしながら、現在は外傷など急性期を扱う個人の病院は減
少の一途をたどり、病室を持つ開業医はほとんどなくなってき
ているのが現状です。平成9年に栃木より沼津に戻り、故郷で
の診療に携わるようになり今年の4月で23年目になります。現
在は外来診療の傍ら、かかりつけの患者さんを中心に介護
サービスの利用と訪問看護ステーションの連携で在宅訪問診
療も若干名行っております。これからも一層進むであろう少子
高齢化の中では、地域でともに支え合う人 と々患者さんの状
態をよく把握した上で適切なアドバイスができる「かかりつけ
医」を目指していきたいと考えています。
ゲスト �賴重　秀一様（沼津市長）
他ＲＣ出席 �服部君・大熊君・渡邉（真）君（1.14 沼津北）、

奥村君（1.16沼津西）

欠席者（6名）
服部君、峯尾君、森藤君、村上君、
大熊君、塚本君
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1月19日（日）
　静岡第2グループＩＭ（1/24（金）の振替）

1月31日（日）
　グレシャム市（アメリカ）のＲＣ体験談
� 会　員　　恒吉　忠雄君
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年頭のご挨拶

� 沼津市長　　賴重　秀一様

卓 話

１ ．1/19（日）静岡第2グループＩＭ
　⇒34名出席予定
２ ．第27回米山功労クラブ感謝状が届きました

東君…賴重秀一市長様、今日は年頭のご挨拶ありが
とうございます。
石川君…誕生日のお祝い、ありがとうございます。無
事、古稀を迎えることができました。
積君…誕生日のお祝いありがとうございます。74歳に
なり…間違えました、84歳になりました。
寺田君…結婚記念日のお祝いありがとうございました。
恒吉君…年末忘年会の景品で、7億円ジャンボくじの
券を 10 枚いただきました。2枚当たりました（総額
3,300円）。

　新年明けましておめでとうございます。年頭にあた
り謹んで新春のお慶びを申し上げます。昨年より新元
号「令和」の時代が始まり、令和2年の新しい年を迎
えました。本年は子年です。子年には生まれかわる
という意味があるそうです。沼津市も再び新生する
年とするため、一生懸命、そして先頭に立ってがんば
ります。よろしくお願いいたします。
 【昨年の報告】 4月28日に新元号施行記念事業とし
て、沼津御用邸記念公園・島郷海岸で清掃イベント
を実施いたしました。7月28日には沼津夏祭りでディ
ズニーパレードを市民パレードとして実施いたしまし
た。5月には国土交通省が優れた庭園を使って日本
の情報発信していくため「ガーデンツーリズム登録制
度」を創設いたしました。沼津御用邸記念公園を有
する本市は静岡県東部地区及び神奈川県箱根町の
皇室ゆかりの施設を連携した富士・箱根・伊豆「皇室
ゆかりの庭園」ツーリズムとして申請を行い、第1回目
の登録となりました。本年は沼津御用邸記念公園が
50周年を迎える大切な年です。引き続き沼津御用邸
記念公園を活用し沼津市をアピールしていきます。
 【これからの沼津のまちづくりについて】 「沼津の
まちづくり」には3つの柱を設けています。1つ目の柱
は「コンパクトな都市構造を進める」です。公共交通
施策や土地利用施策を進め都市骨格となるインフラ
整備を実施します。また、立地適正化計画の実現に
向けての取り組みや、地域公共交通網形成計画の策
定に向かっています。2つ目の柱は「人間中心の都市
空間を整備する」です。駅周辺の都市拠点の都市再
生を行い、質の高い公共空間を全面的に打ち出しヒ
ト中心のまちづくりを進めています。3つ目の柱は「地
域資源の活用による魅力向上」です。歴史や文化な
どのデザインを重視し既存ストックを活用していきま
す。この3つの柱を中心にまちづくりを進めていきます。
 【骨格的幹線道路の整備】 駅周辺では鉄道施設で
南北が分断されています。北部には東名高速道路、
新東名高速道路と国家の大動脈があり、南部には伊
豆ジオパークなど観光施設がたくさんありますが、南
北を交流させないと効果が発揮できません。幅が約
80メートルある鉄道施設を約半分にし、13箇所の踏
み切りを撤去することで南北の交通が便利になりま
す。また、国道1号線は全国でもいちばん渋滞する道
路です。東駿河湾環状道路を整備することで国道 1
号線の3割程度の交通量を減らすことができます。そ
のため、早期着工ができるよう申請を続けています。
 【幹線街路の整備】 コンパクトなまちづくりをすす
めるには骨格幹線の整備が非常に重要です。北駿地
域から中心市街地へのアクセスを向上させるため沼
津南一色線の整備が進められています。その街路事
業において極めて価値の高い古墳が発見されました。
文化財の保存と道路整備を両立させるため、全国的
に事例の少ない設計競技方式（コンペ）に挑戦しな
がら事業を推進していきます。
 【街路空間の再編】 駅周辺の連続立体交差事業と

土地区画整理事業を核とする沼津駅周辺総合整備
事業を実施、総事業費は約2千億円です。連続立体
交差事業により南北の交通が劇的改善し、駅周辺の
回遊性も向上いたします。さらには、鉄道跡地や高
架下空間を上手に利用しインパクトのある都市機能
を打ち出し、駅周辺をヒト中心の公共空間として創出
します。現在の駅周辺は車中心の空間となっていま
す。沼津駅周辺総合整備事業により、駅と隣接街区
を囲む幹線街路ネットワーク（駅まち環状）を形成し、
駅まち環状の内側がヒト中心の市街地となるように
公共空間の再編とこれを実現するための地区交通
体系の再編を図っていきたいと思っています。
 【街路に関する試行的取り組み】 歩行空間化社会
実験arcomichiでは、車両通行止めにより街路を歩
行空間化する社会実験を昨年度に続き実施し、街路
上に机や椅子、芝生シートなどを設置し、自動車交
通の処理に主眼を置いた空間を快適な歩行者中心
の空間に変えて体感できる場を提供いたしました。
サッカーやバスケット、屋台出店、アート、カラオケ、
ピアノ、トークイベントなどを実施したところたいへん
多くの方に参加していただけました。この社会実験に
より、幅広い世代の人に、将来の駅前空間のあり方
を想像してもらうよい機会となりました。また、次世
代のＥＶバスを活用するための社会実験では、ゆっ
くり楽しく移動できると利用者にたいへん好評で、本
年 3月から民間企業に実際に運行していただく予定
となっています。その前段階として静岡県からＥＶバ
スの自動運転の実証実験のプロジェクトが発表され
立候補いたしました。このプロジェクトは本年1月か
ら開始され国内初の取り組みとなります。
 【総合体育館等の整備】 総合体育館、香貫駐車場
及び外構等の設計、建設、維持管理、運営を含む
ＰＦＩ事業契約を締結し、都市機能の集約と居住
環境の向上を図り、スポーツと文化を通じて人がつな
がる憩いの空間を実現していきます。
　最後になりますが、市民の皆様と一緒になって沼
津市を新たにスタートさせるため、沼津ＲＣの皆様
にも熱い思いを傾注していただき沼津市をともに元
気な街、誇り高き街にしていきたいと考えています。
　今年1年の市民の皆様のご健勝、ご多幸を心より
お祈り申し上げ年頭のご挨拶とさせていただきます。
紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。




