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本日の行事予定 (2014 年 11 月 7 日) 

第 2992 回 
≪ロータリー財団月間≫ 

卓話担当：Ｒ財団委員長 佐藤敬治君 

講  師：地区Ｒ財団資金推進委員長 

中林正人君 

演  題：『“改革” 

～新しいロータリー財団～』 

 
先回の記録（例会） 

第 2991 回 ’14 年 10 月 31 日（金）晴れ 

卓話担当：服部 貴君 
講  師：米山学友 喩昊（ユ・ハオ）さん 
演  題：『その後 ～日揮での 3年間～』 

ストレッチ体操 加藤則之君 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

ソングリーダー  田中正明君 

ビ ジ タ ー 森初男君（ＩＭ実行委員長・一宮

ＲＣ） 

青木俊憲君（ＩＭ実行副委員長・

一宮ＲＣ） 

鈴木洋志君（ＩＭ実行副委員長・

一宮ＲＣ） 

会 員 総 数  67名   10月 10日例会分訂正 

出席免除会員  20名    欠 席 会 員    22名 

本日出席会員  56名     MAKEUP会 員    12名 

本日の出席率 83.58％   訂 正出席 率 98.28％ 

超 過 出 席 安江正博君、高木輝和君、坂井裕

君、三谷栄一君、山本達彦君、浅井彦治君、幅辰

雄君、野々山勝也君（西尾張分区合同ゴルフ競技

大会・打上） 

 
会長挨拶 

安江正博会長 

少子化が進んで大問題に

なっています。「少子化担当」

の大臣までできるのだから、

その深刻さがわかります。少

子化は女性の晩婚化、非婚化

の結果であります。 

 なぜ女性はなかなか結婚

しないのか。女性に聞くと「いい男がいない」と

いう答えが返ってくることが多い。こう言われる

と、男は返す言葉がないが、男には男の言い分が

あります。「結婚したくなるようないい女性がい

ない」 

 本当はこう言いたいところだが、今の男の答え

は違います。「結婚したくても、してくれる女性

がいない」。こう答える男性の方が多い。男は負

けているのです。 

 高度成長時代はこうではなかった。学校を出て

就職すると、男も女も次に考えるのは結婚だった。

就職して数年すると、結婚して家庭を持つのがご

く普通の生き方だった。 

 どこから歯車がかみ合わなくなったのか。それ

は女性の社会進出の影響が大きい。昔の女性の就

職は結婚までの腰掛だったが、今は男に伍して働

く。ということは、実質的に男が増えて女が減っ

てしまったのです。 

 しかし、いまさら女性に「働かないで家に戻っ

てほしい」ともいえない。ではどうしたらいいの

か。男も女も結婚願望はあるのだから、お互いが

魅力的になって、どんどんカップルを誕生させる

しかないだろう。 

 国の少子化対策は託児所をつくるとか、育児休

暇で優遇するというものだが、こういう細かいこ

とをいくらやっても無駄だと思う。なぜなら女性

はこういう考え方だからです。 

 「本当に好きな人ができれば、その人の子を産

むわ。仕事も辞めるし、家事もやる。託児所なん

かなくても構わない。好きな人のためなら苦労し

たって平気よ」 

 この言葉はたぶん多くの女性が抱いている本

音だろう。男だって同じです。本当にいい女性が

いれば、男はその女性のために苦労をいとわない。

それこそ好きな女性のために命を懸けても平気。

男も女もそれが本音なのです。 

 つまり少子化に絡んで、今、世の中で交わされ

ている議論は、どこか的外れになっているのです。

少子化問題を解決するには、男性も女性も自分を

磨くのが一番。 
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 いい男はいい女によってつくられる。いい女は

いい男によってつくられる。これは今も昔も変わ

らない真実であります。問題はどちらが先かだけ

です。願わくば、女性が男を育て上げるのを先に

してもらいたい。女性は母性なのだから、母親と

しても育て上げる遺伝子は男性よりも優れてい

ると思うが、いかがでしょうか。 

 
ニコボックス報告 第 2991回分 

矢田潔ニコボックス委員 

森初男ＩＭ実行委員長、青木

俊憲ＩＭ実行副委員長、鈴木

洋志ＩＭ実行副委員長（一宮

ＲＣ） 西尾張分区ＩＭのお願

いに参りました。 

安江正博会長、三谷栄一副会

長、野々山勝也幹事 ＩＭ実

行委員の 3名をお迎えして。 

安江正博会長 服部貴君、本日の卓話よろしくお

願いします。 

住田正幸君、住田由純君 一宮ＲＣの森さん他 2

名の方をお迎えして。 

浅井賢次君 ①伊藤幸蔵君の次男さんにお会い

する事が出来ました。実に好青年で頼もしく感じ

ました。②矢田さんに先日ニコボックスの件でお

礼を言って頂き恐縮して居ります。③昨日、岡本

康義君の奥様にお会いしました。とてもお元気な

お姿を拝見して安心しました。 

佐藤敬治君、杦田勝彦君 喩昊君をお迎えして。 

服部貴君 本日卓話を担当します。講師に元米山

奨学生の喩昊（ユ・ハオ）君が横浜から来てくれま

した。感謝！感謝！です。 

高木輝和君 強制されました。 

水野憲雄君 ニコボックスの前に立ったらカー

ドを渡されました。そうそうペットボトルキャッ

プを持ってきました。よろしく。 

山本達彦君 松崎先生にお世話になりました。 

伊藤祥文君 菊花がきれいに咲いています。11

月 23日までです。 

宇佐美三郎君 原油価

格が下がりました。沢山

使って下さい。 

伊藤幸蔵君 ひみつ。 

猪飼充利君 昨日地区社会奉仕委員長会議に出

席し『生物多様性戦略』という難しい講演を聞い

てきました。内容は…寝ていてよくわかりません。 

佐藤雅彦君 娘がつたい歩きをするようになり

ました。 

矢田潔君 余郷君の顔が今日は見えなくてチョ

ットさみしいです。 

相羽あつ子君 遅刻しました。 

大河内勝彦君、松崎安孝君、前田昭生君 ウィー

クリーに写真が載りまして。 

田中正明君、後藤務君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：服部 貴君 
講  師：米山学友 喩昊（ユ・ハオ）さん 
演  題：『その後 ～日揮での 3年間～』 
 

服部貴君 

私は今回で 8 回目の卓話

です。ネタがきれてしまいま

した。そこで喩昊君に卓話を

依頼したところ、こころよく

引き受けていただけました。 

 彼は 2010～11 年度の米山

奨学生で、名古屋大学大学院

で原子力発電に関する研究

をしていました。私は彼のカウンセラーでした。 

 卒業後、アルジェリアのテロで問題になった日

揮㈱に就職しました。また、今年の 4月からは早

稲田大学のＭＢＡ社会人コースに合格し、そこで

も活躍しております。 
今日は横浜から来ていただきありがとうござ

います。 
 

米山学友 喩昊さん 

 
 
【仕事】 
日揮はプラント建設を中心にしています。年商

7,000億円、従業員は 2,137人です。日本のエン
ジニアリング会社の代表企業で、主な業務は、「製
品を作る製造設備を造ること」です。製造設備の
内訳は、石油精製プラント、石油化学・化学プラ
ント、ＬＮＧプラント、天然ガス処理プラント等
です。 
私は去年 1月 2 日から 4月 19 日までニッケル

製錬プラントの仕事で、フィリピンのタガニトと
いうところに駐在しました。年間雨量 7564 ㎜で
横浜の 5倍以上の雨が降ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日揮㈱本社(横浜) 

フィリピンの工場 
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共産ゲリラの襲撃もあり、窓の強化、燃料・発
電機の防御、通信システムの改善、食料や水の備
蓄等の対策がしてありました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
フィリピンでは、工事のスケジュール管理を担

当しました。 
この仕事を通じて感じたのは、仕事の「「締め

切り」には」副作用があるということです。一つ
の原因はエリヤフ・ゴールドラット博士が提唱し
た「学生症候群」から由来し、「学生は夏休みが
終わるギリギリまで宿題に着手しない」という傾
向です。つまり、締め切りを設定すると、仕事が
それよりも前に完成する可能性が著しく低下し
ます。これを防ぐためには、早く終われば得する
環境作りが必要です。 
もう一つは「締め切りのサバ読み」で、担当者

が約束をほぼ守るために、必要な期限を多く申告
してしまうことです。例えば、10 日かかると言
われた仕事がなんと 2日で終わりました。つまり、
作業期間における冗長な部分の把握と切り捨て
が大切です。 
部分的な期限を設定すると、全体のスケジュー

ルが伸びるという副作用が出やすいので、要注意
です。 
 
【生活】 
現地での生活です

が、フィリピンとい
うとリゾート地のイ
メージがありますが、
全然違うところでし
た。部屋にテレビや
冷蔵庫がありました
が、テレビは何も映りま
せんでした。シャワーの
水は黄色いので大変でし
た。食事は見た目は日本
食ふうで美味しそうですが、
非常にまずかったです。 
カウンセラーの服部さん

がフィリピンに来られて、
一緒に観光しました。 
 
【将来】 
今、早稲田大学のＭＢＡ

(経営管理学修士)で勉強し
ています。将来何になろう
か非常に悩みまして、進学
を決めました。起業すると

か、会社の新規事業をするとか、経営コンサルタ
ントとか考えている最中です。早稲田ですからレ
ベルが高くて刺激があ
る雰囲気で、多くの学
びを得ています。 
 

【最後に】 
学生時代に本当にお

世話になりましたので、
何か恩返しできたらと
思っています。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大きく息を吸って 

思いっきり 

歌おう！ 

 ＩＭは 2月 7日(土)です。日にち

が近づいたらまたご案内します。 

三谷栄一副会長    野々山勝也幹事 

鈴木洋志君、青木俊憲君、森初男君(一宮ＲＣ) 

飯村理会場委員の司会 大河内勝彦親睦活動

委員の出席報告 

ソングリーダー

田中正明君 

ストレッチ体操 

加藤則之君 

←襲撃に備えて窓をふさ

いだり、タンクに水を

備蓄しています。↓ 
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次回例会 

第 2993 回 ’14 年 11 月 14 日（金） 

卓話担当：児玉昭君 

講  師：プロゴルファー 中山宗義氏  

演  題：『加齢とゴルフ』 

 
地区ロータリーデー 

11 月 1～3 日、名古屋・栄 久屋大通り公園に

て地区のイベント「第 2回ワールドフード＋ふれ

愛フェスタ(ＷＦＦ)」が開催されました。世界の

食や民芸品のブースがあり、地元のアイドルグル

ープ「ＯＳ★Ｕ」や、各国の歌や踊りなど盛り沢

山のステージイベントも繰り広げられました。津

島ＲＣは 1 人 2 枚ずつ、67 人分のチケットを購

入して自由参加しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
国際ロータリーニュース(9月 12日) 

 

財団百年誌のタイトル決まる 

 

ロータリー財団 100 周年記念誌のタイトル募

集のアンケートに、3,400人以上の方々から回答

が寄せられ、その結果を基に、財団史のタイトル

が決定しました。タイトルは『世界でよいことを

しよう：人びとの心に触れた 100年』です。この

本は、2016年初めに発行される予定です。  

この本のタイトルについて、著者であるデイビ

ッド・フォワードさんは「アーチ・クランフがロ

ータリー会長だったとき、彼は『世界でよいこと

をする』ための基金を設置するというビジョンを

発表しました。彼のこのアイデアから、これほど

に多くの『よいこと』が生まれるとは、誰も想像

できなかったでしょう。このタイトルは、100年

にわたる財団の歴史を見事に言い表しています」

と述べています。タイトル募集アンケートでは、回答
者の中から抽選で 10名にサイン入りの本、1名に 2017

年ロータリー国際大会（米国アトランタ）への無料登録

（1組 2名分）が贈られました。 

国際ロータリーニュース(10月 27日) 

 

ロータリー財団に 

最高の格付け評価 

 

ロータリー財団は先頃、チャリティーナビゲー

ターから四つ星(最高評価)を得ました。チャリテ

ィーナビゲーターは、米国の非営利団体の独立系

格付け機関として最も信頼されている組織です。 

「私たちの財団は最高の倫理基準の下に運営を

続けています。チャリティーナビゲーターから 7

年間連続して、ロータリー財団のアカウンタビリ

ティ（説明責任）と透明性が高く評価されたこと

は非常に誇るべきこと」と、ロータリー財団のジ

ョン・ケニー管理委員長は話します。 

毎年、数千もの非営利団体が、チャリティーナ

ビゲーターによって評価されますが、四つ星評価

を受けられるのは、そのうちわずか 4分の 1。ま

た例年連続して最高評価を受けている米国の慈

善団体は、全体のわずか 3％のみです。 

チャリティーナビゲーター会長のケン･バーガ

ー氏は、ロータリー財団への書簡の中で次のよう

に述べています。「ロータリー財団が受けた

『EXCEPTIONAL』（最優秀）という評価は、ロー

タリーが、ほかの慈善団体よりも大きく秀で、人

びとの信頼を裏切らない団体であることを示し

ています」 

 
 

 

 野々山勝也幹事  

1. 11月 9日（日）、ＲＬＩ（ロータリー・リ

ーダーシップ研究会）の 3回目（最終回）

が開催されます。三谷会長エレクトが出席

します。 

2. 11 月 12 日（水）、パスト会長会議が朝日

寿しにて開催されます。該当の方はご出席

をよろしくお願いします。 

3. 11 月 13 日（木）、今月のゴルフ例会があ

ります。 

4. 『ガバナー月信』11月号を回覧しておりま

す。付箋のページに津島東高校のインター

アクトクラブ認証状伝達式の様子と、ガバ

ナー公式訪問の報告が掲載されています。

ご覧ください。 

5. 『ロータリーの友』11月号を配付しました。 
 

 
 

 

 

 

 

 

11月 7日（金）第 2992回 幹事報告 
 ←津島ＲＣの

ＰＲパネル 

↑ポリオプラスのパネル 

   → 

津島東高校

ＩＡＣも載

ってました 


