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本日の行事予定 (2014 年 9 月 19 日) 

第 2985 回 
≪ガバナー補佐訪問例会≫ 

 
先回の記録（例会） 

第 2984 回 ’14 年 9 月 12 日（金）晴れ  

卓話担当：佐藤雅彦君 
演  題：「自己紹介、他」 

ロータリーソング 「我等の生業」 
ソングリーダー  伊藤基君 
会 員 総 数  67名    8月 22日例会分訂正 
出席免除会員  20名    欠 席 会 員  13名 
本日出席会員  53名    MAKEUP会 員   9名 
本日の出席率  79.10％  訂 正出席 率  100％ 
超 過 出 席 安江正博君、三谷栄一君、野々山
勝也君、高木輝和君、宅見康悦君、後藤務君、幅
辰雄君、矢田潔君、伊藤哲朗君、伊藤祥文君、佐
藤敬治君、山田勝弘君(ロータリー平和フェロー
水野ショー真希さん帰国歓迎会)、安江正博君、
野々山勝也君、幅辰雄君、古川弘一君、寺島淳一
君、猪飼充利君、伊藤哲朗君、伊藤祥文君、服部
貴君、田中正明君、鈴木吉男君、佐藤雅彦君、山
田章博君（第 14回天王子ども塾）、安江正博君、
野々山勝也君、服部貴君、猪飼充利君、伊藤哲朗
君、鈴木吉男君、田中正明君、寺島淳一君(尾張
津島秋まつり三百年祭第 3回講習会) 
 

会長挨拶 

安江正博会長 

男というのは、いつでも

「女にモテたい」と切に願

っている存在です。 

年齢や地位や職業、ある

いは結婚しているかしてい

ないか、恋人がいるいない

に関係なく、潜在的にそう思っている。きっと遺

伝子に刻み込まれた何かがあるのだろう。人間を

構成している細胞には、自分が生き延び、増えよ

う、種族を保存しようとする本能があるというが、

きっとそういう部分とも関係しているに違いな

い。 

 なかには本能がねじれて、同性を好きになった

り、ヘンタイ的な趣味に走るのもいるが、大半の

男は女にモテたいのだ。女性も細胞的な存在だか

ら、基本は男と変わらない。 

 双方が「異性にモテたい」と願っているのだか

ら、出会った時もっと融和的であってもよさそう

なものだが、人間は贅沢にできていて、好みとい

うものにうるさく、なかなかそうはいかない。そ

の結果、大量のモテない男が出てくることになる。 

 では、どうしたらモテない男から脱皮できるの

か。クラブのママという存在は、二重スパイみた

いなところがあって、オトコ学にもオンナ学にも

精通している。下手なビジネス書を読むより、こ

んなクラブのママやベテランホステスとの会話

のほうが、よほど役に立つ。 

 ママの話によれば、女が何より嫌う

のは、ガツガツした男らしい。たしか

に、犬なんかでも思い切り腹をすかし

た時にエサをやるのは、かなり危険。

食べること以外、眼中にないからだ。では、ガツ

ガツを悟られないためにはどうするか。とりあえ

ず、相手の好みをまず探るのだそうだ。 

 そうやって相手の好みをまず知ってから、次の

攻撃に移る。第二段階ではホメることがキーワー

ドになるらしい。 

 第三段階、いよいよ相手を誘うというとき。気

をつけなければいけないのは、絶対に自分の都合

で事を運ばないこと。まずは相手の都合を聞いて

ほしい。これは最低限の礼儀だそうです。 

 ママの話をまとめると、①ガツガツしない、②

ホメる、③自分の都合で事を運ばない、の 3点に

集約できる。何だか疲れそうな話だが、モテ男に

なるのはそれなりに大変ということ。後は実践あ

るのみ、自信を持ってｔｒｙして下さい。但し、

人選を間違えると大変なことになります。くれぐ

れもそれなりの相手を選ぶことを、お忘れなく。 
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ニコボックス報告 第 2984回分 

住田由純ニコボックス委員 

安江正博会長、三谷栄一副会

長、野々山勝也幹事 皆さん

ごきげんよう。本日もご出席

くださいまして、ありがとう

ございます。 

安江正博会長 佐藤雅彦君、

本日の卓話よろしくお願いし

ます。 

浅井賢次君 本日、安江会長よりの命によりスイ

スのロータリークラブ出席についてお話をさせ

ていただきます。バナー、お預かりしたものを交

換してきました。 

伊藤哲朗君 ①本日、イオン八事店 3Ｆに「ぐっ

すり屋」というおふとん屋さんをオープンしまし

た。よろしく!! ②浅井彦治さん夫妻にお世話に

なりました。 

佐藤雅彦君 本日卓話を担当させていただきま

す。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

鶴見治貞君 佐藤君、卓話をよろしくお願いします。 

猪飼充利君(社会奉仕委員長) 尾張津島秋まつ

り三百年祭 4回の講習会は、延べ 500名以上の参

加者を得て無事終了しました。次は 21 日の発表

会イベントへの参加をよろしくお願いいたします。 

大河内勝彦君 「尾張津島秋まつり三百年祭」第

4 回講習会で田中さんと猪飼さんにお世話にな

りました。たこ焼き 3個いただきました。 

幅辰雄君 インターアクトクラブを発足します。

ご協力をよろしくお願いいたします。 

山田勝弘君 孫の敬老会に出席してきました。 

水野憲雄君 先週は稲垣親睦委員長に代わって

いただき、ありがとうございました。おかげで沖

縄でゴルフを楽しめました。今日は声が出ません

が、皆様よろしくお許しください。 

野々山勝也君 まことに、まことに恥ずかしなが

ら、ゴルフで優勝しました。 

高木輝和君 ゴルフうまくなりますように。食べ

すぎです。 

住田正幸君 ゴルフ欠席して申し訳ありません

でした。 

宇佐美三郎君 加藤則之さんにお世話になります。 

伊藤祥文君、山田章博君、矢田潔君、児玉昭君、

山本達彦君、稲垣宏高君、三谷栄一君 ウィーク

リーに写真が載りまして。 

田中正明君、杦田勝彦君、生田達一君、伊藤幸蔵君、

稲垣宏高君、伊藤哲朗君、加藤則之君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：佐藤雅彦君 
演  題：「自己紹介、他」 

この度は、皆さまの前でお話をするという機会

を与えて頂き、洵に有難うございます。また、津

島ＲＣに入会させて頂き、約 1年が経過いたしま

すが、このような立派で楽しいク

ラブに入会させ頂きましたこ

とを改めて御礼申し上げます。 

さて、「卓話」という言葉を

広辞苑で調べると、「卓話とは

親睦会などといったイベント

の開催時間中にある参加者が

他の参加者全員を前にして自身の意見を発表す

ることを意味する。参加者は聴くことで自身の世

界に対する視野が広がり人生においての大きな

糧となることが期待できる」とありました。調べ

た瞬間にハードルがあってしまい、とても困りま

した。しかし、更に調べると「卓話とは、主にロ

ータリークラブで用いられている言葉であり、互

いに感謝や奉仕の気持ちを分かち合う……」とあ

りました。皆様の視野を広げられるような話はで

きませんが、新入生として、まずは私自身を理解

して頂くことが一番大事と思い、「自己紹介」と

いう演題にしました。人生の大先輩を前に甚だ僭

越ではございますが、一時（いっとき）お付き合い

頂けると幸甚でございます。 

 

○自己紹介 

昭和 43年 5月 13日、東京都中野区の佼成病院

で生を享け、現在 46 歳です。生まれた時の体重

は 3,216gです。家族は、妻・智子 42歳、美緒 9

ヶ月の娘が一人です。住まいは、東区の橦木町の

社宅に入居しています。父、母とも山形県の出身

です。父は 7年前に他界しておりますが、山形県

酒田市の高校を卒業後、上京し、東京消防庁に入

庁、夜間の大学に通いながら働き、退官までに 4

場所の署長と 1場所の本部長を歴任しました。母

も当時では珍しく、高校卒業後、女性ながらに上

京し、東京消防庁に入庁し、父と出会いました。

兄弟は 4つ上の兄が一人おります。なお、妻の実

家は京都の松尾神社のそばにあり、父、母とも元

気に、柴犬の「華子」とともに暮らしております。 

私が 2 歳の時に東京都町田市の玉川学園とい

う町に移り住み、小学校の 6 年生までここで生活

しました。父、母が初めて購入したマイホームで、

今も母はここに住んでいます。当時の町田市は、

まだまだ野山や田畑がたくさん残り、カブトムシ

やクワガタ、丸々と太った蟷螂がたくさん取れる

ような場所でした。 

小学校時代は少年野球のチームに属し、1番サ

ードでした。小学校の低学年から、ピアノも習っ

ていたのですが、レッスンを休んで野球をやって

いたのがバレてからは、ピアノを弾いた記憶があ

りませんのでたぶんクビになったのだと思いま

す。とにかく外で遊ぶのが大好きで、野球や虫取

りに明け暮れる毎日でした。学校では、確か成績

は悪くなかったと思いますが、クラスでは何かす

ると叱られるのは必ず僕で、今考えれば「叱られ

役」だったのだと思います。活発な男の子だった
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のだと思います。ちなみに当時は、身長は前から

5番目、体重は覚えていませんが、比較的痩せ型

でした。 

中学時代は、柔道を習いました。中学 3年生か

らは、週三回、塾に通い一生懸命勉強しました。

お恥ずかしながら、自信をもってちゃんと勉強し

たと言えるのは、この時期だけでした。受験勉強

の反動で体重は、75kgありました。 

高校・大学は、山本達彦先輩と同じ慶応義塾に

身を置き、体育会の空手部に所属していました。

中野義光先輩には遠く及びませんが、大学卒業ま

でに弐段をとりました。高校は東急東横線の日吉

駅にありましたが、改札を降りて左に行くと学校

が、右に行くと繁華街で雀荘がいっぱいありまし

た。悪い学友がたくさんいて、朝、駅を降りると

数人が改札で待っており、4人揃うと学校とは反

対の、即ち改札の右に進み、そのまま雀荘に行く

といったことが多々ありました。ある意味自由な

校風だったのかもしれません。ただし、毎日の空

手部の練習に出ないことは許されず、理由なく欠

席すると連帯責任で全員が罰を受ける仕組みだ

ったので、二時過ぎるとマージャンを切り上げ、

練習に向かうというそんな日々を送りました。 

大学に入ると、本当に空手一辺倒の生活でした。

空手部の練習は午前 9時から、トレーニングなど

を含めると午後の 2時頃まで行っていました。当

然、練習が最優先です。欠席すると単位の取れな

い語学の授業のみ出席しましたが、それ以外の授

業は、試験前に友人のノートをコピーし、即席で

試験に臨むという、今考えれば、とても危ない橋

を渡り続けていました。よく卒業できたと思いま

す。さて、空手部時代の話に少し戻します。体育

会はどこでも同じだと思いますが、とにかく上下

関係が厳しく、「4年天皇、3年貴族、2年平民、

1年奴隷以下」と言われるとおりです。粗相があ

れば、何事も連帯責任といういい訳の効かない世

界です。また、厳しい練習に加え、数々の伝統行

事があります。少しご紹介させて頂くと、下級生

が徹底的にシゴかれ、その後、全員で鍋を囲む闇

鍋会。一見、まともな行事に見えますが、鍋は、

上級生鍋と下級生鍋に別れ、下級生鍋は限度を知

らない上級生が作るとんでもない鍋でした。また、

乞食遠足、夜行軍、深夜稽古等といった伝統行事

がたくさんありました。どれも「不合理」と思う

ものばかりでしたが、社会に出てみるともっと

「不合理」なことはたくさんあり、知らず知らす

のうちに鍛えられていたのだと思いました。 

空手は明治時代に船越義珍（ふなこし ぎちん）先

生が沖縄から伝えたものです。空手部の道場には、

空手二十箇条（松濤二十訓）なる教えが掲げてあ

ります。第一条は、言わずと知れた、「空手道は

礼に始まり礼に終る事を忘るな」ですが、中には、

空手道を離れても大変参考になる教えがたくさ

んあります。一つご紹介すると、第七条に 「禍

（わざわい）は懈怠（かいたい）に生ず」というのが

あります。懈怠とは、法律用語で「けたい」とも

読むのですが、実施すべき行為を行わずに放置す

ることを指します。やるべきことを放置すれば、

災いになるということですが、今でも「あっ、こ

れやっておけばよかった」という反省が恥ずかし

ながら、多々あります。 

平成3年4月、当時の三菱銀行に入行しました。

最初に配属された支店は中野支店という東京の

中野区にあります。先ほど、中野区の佼成病院で

生を享けたと申し上げましたが、なんと支店から

500ｍのところにあり、何か運命を感じました。

都内の支店を経験し、京都支店に異動、その後、

上場企業を担当する営業部を経験し、人事部に異

動となり、採用を約 4年間担当しました。人事部

といえば、聞こえは良いかもしれませんが、採用

担当者は、実は裏方の仕事がとても多く大変です。

採用の面接官を朝から晩までこなしながら、応援

行員の面接官の手配、面接の準備、合格者への連

絡など、仕事は深夜まで続きます。次の日も面接

会場の準備などがあり、朝 6時には出社です。ピ

ーク時はホテル住まいとなり、睡眠時間 3～4 時

間の生活です。朝、昼、晩に加え、余った弁当を

深夜にたいらげるという 1 日 4 食の生活が続き、

人事部を出る時の体重は 110ｋｇでした。休日も

殆ど休めず、労働環境の一番厳しい時期でした。

その後、都内の支社、二度目の営業部を経験し、

平成 25 年 9 月津島支店長を拝命しました。着任

時の体重は 105ｋｇです。組織の長を拝命するの

も、恥ずかしながら、たくさんの女性の部下を持

つのも初めてです。昨年の 9 月に着任して以降、

1年間振り返ると、相当肩に力が入っていたなと

反省しきりです。自己採点すると 50 点ぐらいで

す。ただし一つだけ誇れるのは、「銀行のためで

はなく、お客様のために、地域のために」という

気持ちで取り組んで来られたことです。この点だ

けは合格点をつけられると思っています。 

最後に津島ＲＣに入会させて頂き、この 1年間、

大変楽しく活動させて頂けたのも、皆さんの温か

い後押しがあってのことと思っています。新参の

若輩者ですが、このように温かく迎えて頂き、感

謝の言葉もありません。この１年間は、できるだ

け早く例会に来て、先輩方を出迎えられるように

との思いでやって参りましたが、これからは、参

加できる行事はすべて参加し、自らも楽しみなが

ら、できるだけたくさんのご恩返しができるよう

笑顔で頑張りたいと思います。 

最後になりますが、皆様や地域に貢献できるよ

う精一杯努力してまいります。なお、今の体重は

105kgです。次の卓話までに体重▲１５ｋｇを宣

言いたします。 

以上で卓話を終わらせて頂きます。ご静聴有難

うございました。 

 



     

 

- 4 - 

第 2985 回例会                                                               

次回例会 
   第 2986 回 ’14 年 9 月 21 日（日） 
■「尾張津島秋まつり三百年祭」発表会 
 ところ：津島神社南門特設ステージ 
 と き：例 会 14：30～ 

発表会 15：00～18：30 
※いずれも雨天時は参集所 

 

 

海外例会出席報告 

浅井賢次君 

スイスのインタ

ーラーケンＲＣの

例会は 45 分遅れで、

感謝の祈り、黙祷に

続いて私の紹介をしていただきました。アルプス

の山岳救助隊のドクターが、日本の登山家の活躍

を褒めていました。卓話はスライドで

耳鼻科の聴力の話のようでした。驚い

たのは質問が多くあったことです。津

島ＲＣでもどんどん質問をしていた

だけたらと思います。2004 年にもマ

ッターホルンＲＣのバナーをいただ

きました。チューリッヒズーＲＣと

いう、動物園の中にある少人数の新

しいＲＣにも出席しました。会長が、

浅井さんは 85歳だと紹介したら、皆

さんびっくりしていました。本当に私自身も健康

であることのありがたさを味わっております。7

時半から例会が始まって、終わったのが 9時半で

した。2時間の緊張感は大変でした。就職率など

の卓話で 45 分くらいスライドをしながら話され、

卓話の後は質問攻めに合われていました。 

各国のＲＣは開始時間が曖昧ですが、ホテルま

で車で送っていただくなど、非常に皆さん親切で、

また行きたくなります。出会いは海外等いろいろ

あって面白いなと思いました。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 野々山勝也幹事 

1. 本日は、西尾張分区野杁章夫ガバナー補佐の

訪問例会です。例会終了後、クラブ協議会を

開催しますので、役員・理事・委員長・新入

会員の皆様よろしくお願いします。 

2. 本日、地区大会のＰＲのため半田ＲＣ会長青

井様と大会副幹事の小杉様がお見えになっ

ています。後ほどＰＲをしていただきますの

でよろしくお願いします。 

3. 10月 10日(金)に津島東高校ＩＡＣの認証状

伝達式（発足会）が行われますが、それにつ

いて 9 月 12 日(金)の例会時に持ち回り理事

会で承認されました。 

4. 9 月 22 日(月)、木曽路津島店において会場

委員会が開催されます。 

5. 9月 21日(日) 15：00より、「尾張津島秋ま

つり三百年祭」の発表会を津島神社南門前で

開催します。発表会の前に 9 月 26 日の例会

変更として、14：30から第 2986回例会を行

います。近くの「まのや」でコーヒーとケー

キを用意しておりますのでご利用ください。 

6. 10月 3日(金)はガバナー公式訪問例会です。 

 
 

 

 

 

 

9月 19日（金）第 2985 回 幹事報告 
 

10月のメニュー 

10月 3日(金) 割子 

10月 17日(金） 刺身定食  

10月 24日(金) テキライス 

10月 31日(金） にぎり寿司 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

尾張中央 RC 10/15 水 名鉄グランドホテル 

一宮 RC 10/16 木 一宮商工会議所 

尾西 RC 10/20 月 尾西信用金庫本店 

名古屋東 RC 10/20 月 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋守山 RC 10/22 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋ｱｲﾘｽ RC 10/22 水 ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 

稲沢 RC 10/22 水 林商事ビル 

名古屋みなと RC 10/24 金 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋東 RC 10/27 月 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋名南 RC 10/28 火 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ(夜） 

尾張中央 RC 10/29 水 名鉄グランドホテル 

名古屋東南 RC 10/29 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 
 

三谷栄一副会長 
高木輝和Ｓ.Ａ.Ａ. 

山本達彦副幹事 

伊藤祥文会場委員 

水野憲雄親睦 

活動委員→ 

幅辰雄青少年奉

仕委員長 

鈴木吉男青少年

奉仕ＰＴ 

 野々山幹事

の代理です 

 津島東高校

ＩＡＣ設立

について… 


