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平成２７年度総会のご報告 

平成２７年度の総会は、４月１９日（日）に、静岡グランドホテル中島屋にて開催され

ました。 

当日の参加者は、会員２３名、来賓として福井県東京事務所より、伊藤副所長、矢崎主

任にご臨席頂き、本日司会の小林事務局長の開会宣言で開始されました。本会の、武長会

長の挨拶に続き、新入会員の紹介と、本日出席者の紹介後、上程四議案の審議に入りまし

た。武長会長が議長席に就き、各担当理事より平成２６年度の事業、会計報告、その後、

本年は役員改選のときである為、今年から新任の内田文江さんを含めた９名の新役員の紹

介、並びに現規約に附則条項の追記事項が提案された。そして平成２７年度の事業計画、

予算案の審議が最後でありました。その結果、それらすべての議案が全員一致の賛成で承

認されました。承認を受けた新役員を代表して、武長新会長の挨拶があり、その後本日東

京事務所よりご来賓の、伊藤副所長様からご祝辞を賜り、総会は閉会となり、引き続き懇

親会に入りました。 

今回は特別な企画として、今年４月に入会された浜松在住の小辻範子さんがシャンソン

の歌をご披露してくださる・・とのことでありました。約４０分間のなか、歌を７曲でそ

れぞれに語りを加えてくださり、あっという間の本当に素晴らしい歌声を聴かせていただ

きました。 

そして、玉木前会長の乾杯の音頭で懇親の宴に入りました。会員の皆さんの親睦を深め

合う為の語り合いが続き、実に和やかな雰囲気でありました。ラストは全員で「ふるさと」

を合唱した後、記念撮影して閉会となりました。以上 
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ご一緒にシャンソンを・・・愛を語る 

小辻範子さんの歌、語りを聞かせていただいて・・感想を。 

街中を流れる河岸の、枝垂れ柳に春風がそよぐ・・・そんなような爽やかな暖かいムード

に包まれたなかで、静かに 愛を語りかける 歌声が流れる。会場がシーンと静まりかえ

り、ひたすらその人の手のしぐさまでも見つめ、耳をそば立てて聴き入る。息をするのも

忘れるくらいに・・・ 

それはそれは素晴らしい歌声が、会場一

杯に響きわたる。あの歌、この歌と７曲

を次々と披露し、語りを添えて下さる。 

最後の歌声のすぐあとに、あちらこちら

からアンコールの声、声が・・ 

ああ・・これがシャンソンかぁ・・と今

更ながらに聴かせて頂きました。 

小辻範子さん、本当に素晴らしい歌、そ

して語りをありがとう。私たちには忘れ

られない思い出となるでしょう。 

 

岐阜福井県人会 創立 45周年記念式・祝賀会に出席しての感想 

 去る 5 月 10 日（日）に標記のとおり記念式・祝賀会が岐阜市内のホテルで開催されま

した。事前にその旨のご招待の案内状を私共の県人会が頂戴しておりまして役員のなかで

3 名、私（会長 武長）、古川副会長、小林事務局長が出席することになりました。  

 その日、式典は午前 11 時より。祝賀会は 12 時より始まりました。藤井会長、各来賓の

ご挨拶の後、祝賀パーティとなり、乾杯の音頭の指名を受けた私も、お祝いの挨拶にご招

待のお礼の言葉を添えて乾杯の発声をさせて頂きました。会場には約 70 名の出席者で会

場が一杯になっており、司会者の巧みなリードで大変にぎやかなそして又なごやかな雰囲

気に包まれました。更には雅楽や津軽三味線などの演奏などがありまして会場が尚一層盛

り上がりまして、誠に盛大なパーテ

ィでありました。古川副会長や小林

事務局長も多くの会員の方々との交

流に努められておりました。 

 午後 2時過ぎに一旦閉会となり引

き続き懇親会へと移りまして、それ

にも私共が招待され尚一層交流、親

睦を深め合い、お互いの健康での再

会を誓ってのお開きとなりました。 

時刻は 16 時 30 分でした。 

 

－出席者代表 会長 武長 記－ 
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静岡福井県人会 東・中・西部各地区 親睦会の構成メンバー 

 

■東部地区親睦会メンバー（１４名） 

 代表    三宅 明（内定） 

 代表補佐  武長 敏彦 

 代表補佐  北川 達 

会員  （アイウ・・順） 

      天谷 昇 大嶋政春 太田 太 窪田直和 窪田靖子 島田晴美 

 島津 保 鈴木昭夫 道場初枝 山路喜春 吉田典昭 

【ご案内】 東部地区会員の皆さん１４名で久しぶりに会いましょう。初夏の頃に沼津港

近くの店で納涼会を開きます。詳しくは７月２６日（日）昼１２時に食事処「さかなや千

本一」へ。沼津駅南口に 11：20 集合（厳守）。シャトルバス（無料）を利用します。会

費は 2,000 円くらいです。皆さん参加して下さい。連絡先 三宅、武長、北川まで電話く

ださい。また、１１月頃に修善寺近郊で紅葉を観る企画もあります。 

 

■中部地区親睦会メンバー（３７名） 

 代表    （話し合いで・・） 

 代表補佐  中村 正明  山下 光男 

 代表補佐  上澤 房子  内田 文江 

会員  （アイウ・・順） 

      飯田昭夫 池田 実 一瀬英憲 稲木文秀 上田 憲 

      大久保昌彦 大島明夫 大橋 忠 岡崎登喜雄 尾武英信 

      川上幸雄 川野澄江 小金山万亀子 米野正則 佐々木修 

      茂木光子 高橋孝忠 玉木重典 田村昌興 奈良修三 

      蓮胤靖子 林  忠 林興志雄 深水 実 古川一夫 

      前田賢一 真野恵美子 南  弘 森永泰信 矢代謹治 

      山崎長生 吉田真也 藁科 保 谷田昭夫 小林 健 

【お知らせ】7 月頃に納涼会を開く予定があります。（未定） 

 

■西部地区親睦会メンバー（８名） 

 代表    宮谷 為男 

 代表補佐  谷田 昭夫 

 代表補佐  小林  健 

会員  （アイウ・・順） 

      荒木直二 井村幸広 奥村秀生 五太子隆 小辻範子 

【お知らせ】来年 2 月頃に浜名湖畔のホテルに一泊して素晴らしい景色を楽しむ企画があ

るようですのでお楽しみに・・・（会長から） 
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１．各種同好会による構成メンバー（９名） 

 代表    山下 光男 

 代表補佐  武長 敏彦 

 代表補佐  北川  達 

会員    飯田昭夫 上田 憲 奥村秀生 小林 健 玉木重典 島津 保 

 

年間２～３回程度を予定します。第一回目はつい先日 5 月 22 日(金)に山梨県富士ロイヤル

カントリークラブにて 2 組で行いました。珍ショット、迷パットなど皆さん和気あいあい

で楽しいゴルフコンペとなりました。 

 

２．旅行同好会メンバー 

 代表    古川 一夫 

 代表補佐  武長 敏彦  谷田 昭夫 

 代表補佐  上澤 房子  内田 文江 

会員    （すべての会員が対象になります） 

 

旅行希望先として提案があるのはいかの通りですが、皆さんに希望の提案があればどんど

ん代表まで連絡願います。実施時期として 9 月～11 月初旬に計画したいです。 

【案１】一泊二日のコース 

 故里福井の九頭竜峡や湖周辺の紅葉を観るツアー（10 月下旬～11 月上旬頃に計画、小

型バスをチャーターする予定です。） 

◆◆◆◆◆◆◆事務局より◆◆◆◆◆◆◆ 

１． 新入会員紹介（敬称は省略します） 

小辻 範子   浜松市   出身 朝日町 

島津 保    静岡市   出身 上中町 

茂木 光子   藤枝市   出身 鯖江市 

林 敬     藤枝市   出身 福井市 

高橋 孝忠   静岡市   出身 福井市 

大島 明夫   藤枝市   出身 三国町 

２． 平成 27 年度会費納入のお願い 

本年度会費（３，０００円）を６月３０日（火）までに同封の払込取扱票により県

人会口座にお振込いただきますようお願い致します。尚、下記の方々には４月１９

日開催の総会当日に会を納入いただいております。この会報掲載をもって領収書に

代えさせていただきます。ありがとうございました。 

平成２７年度会費納入者（敬称は省略します） 

池田 實  上澤房子  内田文江  大久保昌彦  大島明夫  北川 達 

五太子隆  小辻範子  小林 健  佐々木修  島津 保  武長敏彦 

谷田昭夫  玉木重典   中村正明  蓮胤靖子  林  敬  古川一夫 

真野恵美子  三宅 明  宮谷為男  矢代謹治  山下光男 


