
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木 啓央 会長 

 
私の数少ない趣味の話をさ

せて頂きます。もう現役を離

れて 20 年位になりますが、

実は若い頃流鏑馬に夢中に

なっておりました。焼津に帰

ってくる前の 12 年間三嶋大

社でお世話になっていたの

ですが、就職したその年宮司

さんから、お前流鏑馬をやっ

てみないかと声をかけて頂

きました。まさか本当にやると思ってはいなかったので「いい

ですね、やってみたいです」と調子を合わせていたのですが、

その話から半年くらい経って忘れた頃に、明日から練習に行け

と言う業務命令を頂きました。そこで鎌倉にある大日本弓馬会

武田流と言う流鏑馬の流派に入門をさせて頂きました。 

最初は馬が怖くてなかなかうまく乗れるようにならなかった

のですが、だんだん面白くなり 2 年もするとすっかりはまって

しまい、仕事そっちのけで流鏑馬の稽古には真剣に取り組んだ

と自負しております。 

練習・トレーニングではなくあくまでも「稽古」です。 

元来飽きっぽい性格で、何かにつけて三日坊主の私の人生の中

で、何かに本気で取り組んだと言うのは唯一この流鏑馬であり

ます。 

武田流では三嶋大社を始め寒川神社・明治神宮・逗子海岸の流

鏑馬行事など恒例の流鏑馬の披露に加え、海外からのオファー

も多数あり何度も海外に行っております。私もブラジルに日本

人が移民してから 100 年と言う記念のイベントでブラジル政

府に招待頂き、同行させて頂いたのはいい思い出です。他にも

ドイツ・フランス・バーレーンなど様々な国で日本文化、日本

の馬術披露のため海外に行っております。 

そんな中で、私は行けなかったのですがモンゴル公演がありま

した。モンゴルと言えば昔から遊牧民が馬で草原を駆けていて、

馬術に関してはかなり進んだお国柄であるわけです。 

モンゴル公演が終わった後、その時に参加した仲間たちは現地

の馬で大草原を思いっきり駆けてきたそうです。 

先輩方の話では、モンゴルの馬は小柄なのですがとても足が速

く、そしてとても乗りやすかったそうです。 

私が社会人になった頃、バイリンガルと言う言葉が流行り始め

て英語がしゃべれないと格好悪いと言う風潮があり、ずっとコ

ンプレックスに感じていました。そのため三島に住んでいる頃

は英会話教室に通ったりしていましたが、この年になると別に

英語を喋れなくても生活には全く困らないということがわか

りました。それと同時に若い頃に比べあまり海外に行きたいと

言う気持ちがなくなってきました。 

ただ、唯一モンゴルで馬に乗った時の先輩方の話が忘れられず、

人生の内いつかはモンゴルの大草原を馬で思いっきり走って

みたい気持ちは今も少しも変わっていません。 

流鏑馬に出会えていなかったら、これまでの５５年間無趣味人

間になってしまうところでした。今でも本当に感謝しています。 

本格的な流鏑馬をご覧になりたい方は「武田流  流鏑馬 

youtube」で検索してみてください。 

 

次次年度会長選考及び次年度役員に関する報告  

選考委員会  鈴木  啓央  委員長  

 

クラブ細則第 1 条第 1 節により、指名委員会として、次年度の

役員・理事候補者を発表させていただきます。 

 

会長          杉本 昭  君 

会長エレクト(副会長)  大石 博之 君 

幹事          村田 昌弘 君 

会計          倉嶋 伸康 君 

直前会長        鈴木 啓央 君 

職業奉仕委員長     近藤 吉典 君 

社会奉仕委員長     村松 直行 君 

国際奉仕委員長     金丸 好孝 君 

青少年奉仕委員長    清水 誠一 君 

ロータリー財団委員長  奥川 将之 君 

公共イメージ向上委員長 福﨑 正展 君 

副幹事         芳村 正樹 君 

クラブ研修リーダー   浅原 博  君 

60 周年実行委員長    倉嶋 伸康 君 

 

12 月の年次総会において了承を頂く予定です。 
 

第 2871 回例会(第 16 回) 例会 11 月 7 日(木)12:30～ 

司会  塩川 彰 幹事 

ソングリーダー 親睦活動委員会 坂本 繁 君 ♪奉仕の理想 ♪たき火 

四つのテスト 職業奉仕委員会 中島 忍 君 

ゲスト  焼津市交流推進部 

スポーツ課オリンピック・パラリンピック担当 外交専門官  ヤンジカ ソラ様 

文化・交流課   主幹 岩田 千登勢（いわた ちとせ）様 

文化・交流課      鷺坂 悠  （さぎさか はるか）様 



 

 

塩川 彰 幹事 

・クラブ計画書の内規第 2 条見舞い(a)会員又は配偶 

者が事故又は罹病のとき。の表記の後に(会長の判 

断に委ねる)を加えました。 

・12 月の例会プログラムが承認されました。 

本日配布させて頂きました。 

・弁護士事務所から旧会員の未納金の一部が入金され 

ました。 

・プロジェクターが老朽化したため、スクリーンと一 

緒に新規購入しました。 
 

 

塩川 彰 幹事 

 

・4 日にアクトシティ浜松で開催された地区大会に理 

 事役員で参加してきました。END POLIO NOW：歴史 

を作るカウントダウン達成クラブとして表彰状を 

頂きました。 

・11 月 30 日掛川グランドホテルで開催のインターシ 

 ティミーティングの受付を開始しております。 

  出欠の返事を受付でお願いいたします。尚、基本的 

に全員登録になっております。 

 

35 歳未満の会員ということで激励の記念品を贈呈  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

スリランカ給水事業現地 

視察(2020 年 2/18～25）の案内 

浅原 博 君 

グローバル補助金事業の 10 月 21日に最終報告書を提出しました。 

あらためて 2 月 18 日～25 日の予定でスリランカの方に訪問し、贈呈

式を行う予定です。松村友吉君と私は訪問しますが、ぜひ、同行頂け

る方は声をかけてください。 

 

高橋  幸弘  君  

本人誕生祝 
金丸 好孝 君(S44.11.7)  

芳村 正樹 君(S42.11.9) 

結婚記念日 
中野 弘道 君(S60.11.9) 

青島 直久 君(S55.11.10) 

夫人誕生祝 
仲野 和則 君(京子様)(11.8) 

柴田 英典 君(淳子様)(11.11) 

入会記念日 
豊嶋 孝一 君(H30.11.8) 

 

 

 

 

山竹 葉子 君 

 

見原 健司 君 

藤枝 MYFC は現在 2 位で首位と勝ち点差 4 です。今週末はアウ

ェー沼津戦 J3 の静岡ダービーです。残り 5 試合優勝目指して

頑張ります。11 月 17 日と 23 日のホームゲーム観戦はまだ受

け付けています。ぜひこの機会にスタジアムにお越しください。 

鈴木 啓央君 

いつも私の拙い会長挨拶を聞いてくださりありがとうござい

ます。前回の例会でも挨拶の間中隣の人に一生懸命話かけられ

ている人は、たった一人しかいませんでした。話しかけられて

いる方は頷きながらもどことなく迷惑そうだったのがとても

印象的でした（笑）。60 人もメンバーがいるうちでたった一

人しかいない、これはすごい確率でやはりロータリーは良識人

の集まりだと改めて思いました。いろんな思いを込めてスマイ

ルします。 

 

 

 

 

 

 

卓話者  焼津市交流推進部 スポーツ課 

オリンピック・パラリンピック担当外交官 

  ヤンジカ ソラ様 

演題「ホストタウンモンゴル講座」  

本日は、焼津市オリンピック競技などの代表チームの

合宿地として誘致しているモンゴル国講座の卓話を

頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
会員数 出席数 出席率 

10月17日 

M-UP 

確定 

出席率 

11月 7日 
55 

(55) 
32名 58.18% 4名 90.91% 

 

 

 

 

鈴木 啓央 君（委員会） 

塩川 彰 君（ふれあい広場） 

諸田 洋之 君（ふれあい広場） 

八木 利樹 君（ふれあい広場） 

 

 

 


