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 瓦 版  
寿会・湘南支部 

             ～ 新任の挨拶 ～   支部長・景山康二 

 この度、会員の皆様の承認いただき支部長を拝命いたしました景山 康二です。   

今年度の役員の交代に関しまして皆様にはご心配・ご迷惑をおかけいたしましたが、新たに

八木閲三氏・浜田正義氏が役員に加わっていただき、３人体制でスタートすることができ、５月 

２１日に第９回湘南支部総会を無事開催することができました。  

皆様のご協力に心より感謝いたします。新人３名の役員なので皆様にご満足いただけるイベ

ントや情報提供など行き届かない点も多々あろうかと思いますが、今後とも益々のご支援よろし

くお願い申し上げます。 

 

青山勉 石井國喜 伊関功滋 今泉信昭 岩﨑孝宏 大曽根収 織田孝彦 加藤苑生 加部祥司 

川崎勝弘  河田晋吾 菅野敏 小池潔 古林茂 斉藤豊二 齋藤秀昭  白石勇磨 中谷泰治  

中村誠 中村征英 本田悦久  南健輔 山崎健三 山本三樹夫 脇坂宜志 渡辺信久 伊藤恵美子  

浜田正義 八木閲三 景山康二 以上 30 名 

  

参

加

者 

気楽に・のんびり・楽しく 

 

モット― 

NO・1   

喜寿の石井さん 金婚式の織田さん 

お祝いを代表してご挨拶 亡くなられた方々への黙祷 

2019年 7月 1日 
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大曽根氏の 3本締

め 

白石氏の乾杯の音頭で懇親会へ 

第 9回健康談義 「いつまでも歩けるように」 

今回は、足指に刺激を与え、マッサージすることで血行を良

くする効果を目的にﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞを選びました。 

手足の指は、多くの骨で形成されています。その指の関節を

チューブで刺激（マッサージ）するのが目的です。 

 

 

 朝と入浴後に効果あり 

手足の指に挟み 

力一杯引っ張って！ 

次回も、効果的なツボの刺激を短時間で 

実践できる方法に取り組んで参ります。 
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 旧所属 コ メ ン ト 

飯田 進 （ＶＡＣ） 幹事さんいつもお世話いただきありがとうございます。当日は所用で参加で

きません。特別講座資料などいただけませんでしょうか。 

井澤 勇 （VBS保） 旧役員様お疲れ様でした。 新役員の皆様よろしくお願いいたします。当方

元気で自転車・カメラ等楽しんでいます。 

石黒 和男 (人総） いつも皆様のおたよりありがとうございます。 21 日の総会・懇親会、先に予

定が決まっているため大変申し訳ありません。 

伊関 功滋 (横須賀工) 無事、５期目の当選させていただきました。 ありがとうございます。 

伊藤 恵美子 大和健康管理 今年も皆様にお会いして元気をもらいたいと思います。 

今泉 正義 (監査室) 今後ともよろしくお願いいたします。  皆様によろしくお伝えください。 

岩崎 孝宏 (ﾋﾞ須生推) 体調が不安定なため返事が遅くなりましたが一応出席を予定いたします。 

内山 雅夫 （ＳＡ技） 目が不自由になり近々手術予定です。 妻は人工透析しています。 

大河原 寛 
（営本南関

東） 
昨年よりゴルフを卒業し、犬の散歩をはじめ馬堀海岸通りの速歩を中心に 

歩いています。 

大曽根 収 (興産) 当日よろしくお願いいたします。 

大田 善彦 （Ｖ標セ） 通院が多くなりましたが、まずまず元気に過ごしていります。 

小川 豊 （ＨＤ経戦） 65歳を過ぎましたがまだ現役で働いています。 

織田 孝彦 
(AVM経企

戦） 
元気です。 皆さんにお会いできること楽しみにしております。 

金婚式の年です、よろしく（ｓ44.2.1） 

海津 保雄 
（ＡＶＭＶＤ

Ｒ） 
いつもお世話いただき誠にありがとうございます。 

今後ともよろしくお願い申し上げます。 

景山 康二 （メソ事） 新役員３人で頑張ります。皆様と各行事を楽しく過ごしたいと思っています。  

加藤 苑生 （ＡＶＣ） 御役目本当にご苦労様です。 よろしくお願い申し上げます。 

昨年夏にひどい目にあいましたが、その他は元気にやっております。 

加藤 隆二 （不動産） 役員の皆様お世話になります。一病息災、元気に暮らしております。 

川崎 勝弘 （ＯＣ事） ”気軽に・のんびり・楽しく” 好い合言葉ですね。 

力を合わせて「輪のある集団」を創りましょう。期待しています。 

菅野 敏 （ＡＶＭGBD) 元気に暮らしています。 

北川 利昭 （ＣＳ本部） 都合により欠席させていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。 

誠に申し訳ありません。 

小池 潔 （中央ＰＣ部） 元気でやっています。 

斉藤 豊二 （不動産） お世話様です。よろしくお願いいたします。 

佐藤 寛治 （ＶＢＳ） 金婚式（ｓ４４.3.15） 

鈴木 純一 （ビ伊電子） 忙しくしております。ゴルフ・碁役員など私も総会の委任状出したところです。 

大変なことが解ります。  よろしくお願いいたします。 

高橋 輝雄 （技企） 元気にしておりますが、ウッカリ飼い始めた大型犬の世話にあくせくしていま
す。 

多田 晋 （生技本） 元気に暮らしています。 年会費 3000円は若干高い気がしています。 

中谷 泰治 （人）横セ 
新旧役員の皆様ご苦労様です。近況は目新しいことはありませんが色々雑

事を引き継ぎ、なかなか余生を楽しむに至りません。 一つ一つ取り組んで

います。 

中村 誠 （渉） 会員の為の大役ご苦労様です。できるだけ年間行事に参加させていただき

ます。よろしく。 

中村 征英 （ＡＶＣ海営） お世話になっております。 ２週間/月ほど半蔵門迄通っております。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

会員の皆さんからのメッセージです 
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中山 愛治 （ス人） 脳梗塞で 2度入院しました。 大腸がんで手術しました。一人で歩けません 

橋本 呈次 （ＶＥ)二事 体調不良のため欠席 

林 勝美 （渉） 当日は市立病院の検査日でやむを得ず欠席いたします。  皆様に宜しく。 

藤平 重昭 （ＶＯＳ） 相変わらず地域で活動しています。 皆様に宜しく。 

三澤 禎雄 （人総安健） 皆様によろしくお伝えください。 

南 健輔 （ＡＶＭ人） 新役員頑張ってください。 

八木 閲三 （人総） 三本の矢で総会を盛会にいたしましょう。 

安河内 正俊 （ソ本） おかげでこの 6月で満９０歳になりますが、近所のスポーツクラブで元気に 

過ごさせて貰っております。 

山口 勝也 （秘書室） お陰様で元気にみかん山をやっています。 

山崎 健三 (ＶＥ) 
・飛田さん：大楠山はいかがでしたか。景山さんに提案した一泊の三浦散策を

応援してください。・伊藤さん：一夜城（ミカン狩り）でゲットした苔は手水鉢のう

えで生きています。桜貝は割れませんでしたか。 

山本 三樹夫 （興産） 退任される役員の皆様、長い間楽しい集い中身の濃い沢山のイベント 

ありがとうございました。 お元気で 

湯川 義昌 （人） 足腰が弱くなり遠出は無理ですが普通の生活はできています。 

渡辺 信久 （テクノ） 新役員の皆様よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沢山の近況報告を頂き有難うございました。 瓦版にもお便りや情報をいただけましたら皆様に紹介さ

せて頂きます。体調調をくずされている方も多くいらしっしゃいます。、これからの暑さに気を付けてお

過ごしください。  

セミナー 「相続税改正ここがポイント」 

総会の前に初めての試みとして、八木さんより税制改正に伴う相続税の講演をして頂きました。 

 
セミナーの内容 3つのポイント 

１ 相続税 何が変わったか ⇒課税対象者が倍増したそのワケとは。 

２ 相続税額を計算してみる ⇒自分の資産を棚卸し、中味を把握しよう。 

３ 相続税のミニマム対処法 ⇒節税対策、納税対策、争族対策が大切。 

 

 
～八木講師よりセミナー内容について補足のお知らせがあります～ 

セミナーでは、教育資金の一括贈与の税優遇は 2019年 3月で終了と説明しましたが、 

その後、要件を厳格化した上で 2021年 3月末まで 2年間延長されました。詳細は 

国税庁のホームページにてご確認下さい。 

 

講師：八木 閲三（ファイナンシャル・プランナー） 

    

 

 

「税制度」は、これからもシビアになっていくでしょうから「関係ない」では

後悔しそうです。私には難しい内容でしたが、イザと言う時は「八木さん」 

  にお聞きすれば良いと心強く感じました！ 

皆さん真剣です 

E-mail:etz082@mth.biglobe.ne.jp 
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今年四月から外国人労働者の大量導入を政府の方針として決めました。ベトナム、ミャンマー、フィリピン

など多くのアジアの国々から受け入れるわけですが、所詮国民の数、つまり分母が違うので、圧倒的に多く

は中国人労働者の受け入れになると思います。 

2016年に私の住むマンションが大規模修繕の時、足場を通ってベランダで作業をしていた四人の人達

の雑談を聞いて全員中国人であることが分かりました。 私がベランダに出て「辛苦了」(ご苦労様)というと驚

いていましたが、雑談から彼らの決して良くない就業状態や待遇も聞いており、またマンション現場の日本

人責任者の人とも話すと、全てでは無いでしょうが、海外からの労働者を入れないとマンションの大規模修

繕も難しくなってきていることも分かりました。 会員の皆さまもそのような経験をされているかも知れません。

政府は農業・介護・建設建築等々多くの分野で海外人材の必要性が訴えられております。 

そのような中で圧倒的に多いであろう中国からくる人達の考え方やメンタリテーも理解しておくことも、自ら

中国に行く機会はなくても、必要な時代になりました。私が初めて北京に行った 1996年から既に 23年経

過、自分は中国に行かないから関係ないという時代ではなく、日本に居ても否応なく理解し対応せざるを得

なくなったわけです。 

現在米中経済摩擦が実は覇権争いだと言う見方も出ていますが、それらは専門家の人達の見解の推移

を見て個人個人で理解・対応を深めるとして、今回の「随想・中国事情」は現在の日本に居ても色々と見聞

し感ずることも含めて書いてゆきたいと思います。 

それにしても我が家の近くを通り良く利用する江ノ電に乗っても、小旅行して伊豆急や箱根登山電車に

乗っても多くの外国人を見ることはごくごく普通のことになりました。これからは観光だけでなく普段目につ

かない作業現場でも更に外国人労働者が増えると、プラスの面の他にいろいろなマイナス面にも直面する

ことになります。それを乗り超えて行かないと日本の、つまり我々の生活保障も出来ないのでしょう。 

 

五月末、三年生、四年生の就職を間近に控えた中国人留学生達と懇談する機会がありましたが、大陸

では分からなかった日本と中国のことも聞きました。また六月後半、ドイツに 10年赴任していた友人の音頭

で、学友達とドイツ旅行しますが、昔からジプシー等と言われたりした移民労働の先進国の様子も見て来た

いと期待しています。                                                    中谷 泰治 

                                     

北京三里屯入口ユニクロ 

第 1回 「随想・中国事情」       

 

 大連の公園で。お腹を出すのが男気の印 

 

寿会湘南支部ニュースが復活することになりましたので、私のごく限られた狭い範囲の見聞ですが、 

身の廻りのことに関心を持ちながら小文を続けますので宜しくお願い致します。 

題して「随想・中国事情」としましょうか。 

 

記：中谷 泰治 
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氏 名 支 部 命 日 享年 氏 名 支 部 命 日 享年 

穴澤 裕哉 多 摩 30.9.11 81 松尾 弘昭 千 葉 31.2.13  

岩本 正幸 関 西 30.9.26 79 初見 延男 茨 城 31.2.14 77 

杵島 幸弘 横浜南 30.12.14 83 高森 伸子 神奈川中央 31.2.15 83 

長谷川 一夫 横浜中央 30.12.24 101 東松 宏 神奈川東 31.2.27 84 

苅部 修栄 埼玉栃木 31.1.1 76 浦上 宜明 千 葉 31.3.7 83 

福永 充宏 千 葉 31.1.12 81 高田 辰郎 上信越 31.3.10 78 

村松 久加 中 部 31.1.13 72 廣田 昭 湘 南 31.3.12 81 

咲山 弘 関 西 31.1.18 86 高森 一徳 神奈川中央 01.5.3 82 

木村 巳芳 神奈川東 31.1.21 92 新倉 保 湘 南 01.5.11 93 

鎌田 孝雄 神奈川中央 31.2.5 82 井上 啓 神奈川中央 01.5.17 79 

佐谷 幹蔵 湘 南 31.2.12 98 

 

 

   今年も下記の要綱にてＶ・9・13 の行事が開催されますのでご案内致します 

・開催日時 ： 令和元年 9月 13 日（金）  ＡＭ 11:00～14:00 

・場   所 ： ホテルプラム Tel：045-314-3111 

〒220-0004横浜市西区北幸 2-9-1  横浜西口徒歩 5分 

        ・連 絡 先 ： 景山 康二 e-mail  koji_k194812@jcom.home.ne.jp 

                   Tel: 090-1054-3100 / 0466-36-9228 

＊ 詳細は別途後日連絡いたします 

 

 訃報報告 （2018年 9 月～2019年 5月） 謹んで皆様のご冥福をお祈り申し上げます 

“なつかしき V 9・13 に集う会のご案内” 

 

～編集後記～ 

梅雨のこの季節は、あちこちに紫陽花がきれいですね！  

清楚で色が変化していくのに魅せられて年々品種の研究も進

み愛好家が増えています。 家々に必ずと言ってよいほど植えら

れ一斉に咲くのを観ていると、その内に桜並みに日本を代表す

る花になるかもしれませんね。 

 

今回より瓦版と名を変え再出発となりましたが、次回より瓦版

の名にふさわしい皆様の関心ある内容を考えています。 

突撃原稿依頼をお願いするかもしれません。その節は宜しく

ご協力の程お願い致します。 

。 

 

発行日：2019年 7月 1日 

発行人：景山康二 

編集人：伊藤恵美子 

発 行：日本ビクター 湘南支部 

（現在の会員数：76名） 
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