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本日の行事予定 (2016 年 12 月 16 日) 

第 3088 回例会 

≪納 会≫ 

 
先回の記録 

第 3087 回 ’16 年 12 月 9 日（金）晴れ 

卓話担当：坂井裕君 

演  題：「ロータリーと 30年」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー  伊藤基君 
ビ ジ タ ー 西尾張分区ガバナー補佐 

黒野晃太郎君（あまＲＣ） 
       西尾張分区 IM実行委員会副委員長 
        東海広光君（あまＲＣ） 
会 員 総 数  66名    11月 18日例会分訂正 
出席免除会員  22名    欠 席 会 員    14名 
本日出席会員  53名    MAKEUP会 員     6名 
本日の出席率 80.30％    訂 正出席 率 96.61％ 
超 過 出 席 佐藤敬治君（ＲＬＩパートⅢ） 

 
会長挨拶 

浅井彦治会長 

ロータリー財団の重点

分野は、①平和の推進、②

疾病との闘い、③きれいな

水の提供、④母子の健康、

⑤教育の支援、⑥地元経済

の成長の 6項目です。昨年

12月の『ロータリーの友』には疾病の予防と治療

としての取組みの説明があり、グローバル補助金

事例として、ＶＴＴ(職業研修チーム)の「カンボ

ジアの乳がん検診」の事例と、「院内感染を予防

する」事例が紹介されていました。当 2760地区の

地域職業研修チーム委員会も、6 年間続けて医療

専門家チームを海外(フィリピン、マレーシア、イ

ンドネシア）に派遣して実務研修を行っています。 

今月の『ロータリーの友』には「緊急事態に迅

速に応えるシェルターボックス」と題した記事が

載っています。シェルターボックスという組織は、

2000 年にイギリスのヘルストンリザードロータ

リークラブが非営利団体として組織したものです。

自然や人類の非情な行いがもたらした惨事に、人

生で最も困難で先の見えない時を過ごさなければ

ならない人たちに避難の場所を提供してきた実績

を残し、現在も活動を強化しています。 

ジャームＲＩ会長の「見ず知らずの人たちを支

援する」のメッセージ内容は、正しくロータリー

の奉仕活動における基本の哲学だと思われます。 

ジャーム会長の言を借りれば、我々は自らの職業

を通じて毎日多くの人の命や生活に大きく関わっ

ていることになります。 

私のロータリー歴は 24年目に入りました。その

中にはとても人に誇れる内容のものはありません

が、自分の職業を通じて人に喜ばれることこそが

一番大切だと教えられたような気がいたします。

またロータリー活動の価値観に共感する気持ちは

深まったように思います。今月は世界に目を向け

て、ロータリーが手を差し伸べている疾病予防と

治療事業について理解を深める月間であります。 

寒いシーズンになり、インフルエンザ等の蔓延

する兆しもあります。予防接種や通常の生活での

予防対策は怠らないようにお過ごしください。 

 
幹事報告 

田中正明幹事 

 先回のクリスマス家族例会、

お疲れ様でございました。

本日、登録料の請求書をお

配りしました。できるだけ

年内にお振込みいただきま

すよう、お願いします。 

 本日、ビジターとして黒野ガバナー補佐と東海

ＩＭ実行委員会副委員長にご出席いただいて

おります。ＩＭのご案内を皆様にお配りしてお

ります。尚、第二部の懇親会は指定席となりま

すので、特に懇親会につきましての出欠はお早

めにお願いいたしたいと思います。 

 来週の例会は納会となります。お弁当を用意さ

せていただいております。その都合もございま
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すのでお早めにご出欠のご返事をいただきた

いと思います。 

 入会希望の方がございます。余郷利彦さんのご

子息で余郷達也氏です。ご異議はないと思いま

すが、一応、12月 15日までにご異議があれば

書面にて私幹事までご提出ください。 

 12 月 16 日(金)は理事会の忘年会があります。

会場は「さかなや道場津島店」でございます。 

 本日、『ロータリーの友』12 月号をお配りい

たしました。 

 本日、国際奉仕委員会が「いしだや」にて午後

6時より開催されます。 

 明日 12月 10日（土）、地区米山奨学生学友合

同忘年会が開催されます。宇佐美三郎米山奨学

委員長にご出席いただきます。 

 本日、『ガバナー月信』12 月号を回覧してお

ります。 

 
ニコボックス報告 第 3087回分 

伊藤哲朗ニコボックス委員長 

黒野晃太郎西尾張分区ガバナ

ー補佐、東海広光ＩＭ実行委員

会副委員長（あまＲＣ） ＩＭ

よろしくお願いいたします。 

浅井彦治会長、加藤則之副会長、

田中正明幹事 ①坂井さん、卓

話よろしくお願いします。②家

族会みなさんお疲れさまでした。 

佐藤敬治次年度会長、伊藤哲朗次年度副会長、猪

飼充利次年度幹事 先週のクリスマス家族例会か

らいよいよ次年度がスタートしました。今後とも

よろしくお願い致します。 

浅井彦治君、加藤則之君、田中正明君、浅井賢次

君、伊藤哲朗君、伊藤祥文君、児玉昭君、篠田廣

君、高木輝和君、寺島淳一君、寺田晏章君、服部

貴君、古川弘一君、水野憲雄君、矢田潔君 黒野

晃太郎西尾張分区ガバナー補佐、東海広光ＩＭ実

行委員会副委員長をお迎えして。 

浅井彦治君、加藤則之君、田中正明君、相羽あつ

子君、浅井賢次君、飯村理君、生田達一君、伊藤

幸蔵君、伊藤哲朗君、伊藤祥文君、稲垣宏高君、

加藤泰一郎君、児玉昭君、杦田勝彦君、高木輝和

君、鶴見治貞君、寺島淳一君、中村陽介君、野々

山勝也君、服部貴君、幅辰雄君、古川弘一君、水

野憲雄君、安江正博君、矢田潔君、山田章博君、

山田公男君、山本達彦君、余郷利彦君、吉田康裕

君 尾張津島天王祭、ユネスコ無形文化遺産に正

式決定おめでとうございます。 

篠田廣君 またまたまたゴルフ優勝しました。皆

さんもっと練習して下さい。 

山田勝弘君 3 日のクリスマス家族会、皆さんあ

りがとうございました。 

加藤泰一郎君 クリスマス会ありがとうございま

した。みんな喜んでいました。 

相羽あつ子君 クリスマス会では目玉賞品をいた

だいてしまいました。封をあけるベストな日を待

っています。ありがとうございました。 

鈴木吉男君 クリスマス家族会では愛する妻(？)

が大変お世話になりました。 

坂井裕君 本日卓話を担当します。 

松崎安孝君 加藤隆朗歯科医師会長にお世話にな

りました。 

加藤隆朗君 松崎先生、昨日は歯科保健大会ご出

席ありがとうございました。 

梶浦興蔵君 松崎先生にお世話になりました。 

伊藤誠君 来週の納会は欠席します。一足早く、

皆様良いお年をお迎え下さい。 

前田昭生君、松本浩義君 ロータリーバッジを忘

れてしまいました。 

小林啓子君 先週お休みして、すみません。 

浅井賢次君、矢田潔君、高木輝和君、坂井裕君、

伊藤雅昭君、児玉昭君、堀田力男君、飯村理君 ウ

ィークリーに写真が載りまして。 

安江正博君、河西あつ子君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：坂井裕君 

演  題：「ロータリーと 30年」 

昔は「人生僅か 50 年」と言

ったものですが、今や平均寿命

は 80 歳を超す時代となりまし

た。私も人生僅か 50 年と思っ

て入会したロータリークラブ

で、80 歳を迎えることになり

そうな時、私としても人生は

時々振り返ってみるものだと思っていて、その周

期は 3、5、10、15年と考えています。今回の卓話

の年はこの何個かのＮ倍に当たる年であり、また

現実的にも後1か月でロータリー歴30年を迎える

に当たって、これもなにかの縁と感じ、ただなん

となく馬齢を重ねてきたような自分がロータリー

とはどう関わってきたか、と振り返ってみること

にしました。 

 まず卓話について思い出すと、1 回目は「まず

自分自身について語れ」の命により、自分が今「ど

のような過去を持ち、今日の職業にあるのか」を

テーマとして「私の生業」と題してロータリーの

皆様に私のことを知っていただけるような話をし

ました。その後は皆様の卓話は講師を呼んでの話

が多く、私も 1 回は三河の井戸弘法の和尚を呼ん

で和尚の修行の話をしていただき、その後にもう

一度津島市の小学校の校長ＯＢの方に津島の歴史

の話をしていただきましたが、皆様の反応は今一

だったようで、その後はロータリーの基本である

職業奉仕の力を借りて、自分の職業に係わる話と

して「雑学の勧め」から始まる一連の話か、委員

会の話をしてきました。今回は少し異なり、冒頭

のような理由でこのような題名にさせていただき
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ました。実は私事ではありますが、わが社も 45

周年を迎えることができたのも、このロータリア

ンとして、また地域にいろいろと関わってこられ

たのも、この 30年だったと感謝しています。 

 さて、私がロータリーに入会させていただいた

のは、30 年前の 50 歳になろうとしている年の正

月ですが、その経緯は 47歳の秋だったと思います。

ここに出席の山本達彦君の父上であられる山本鐡

彦氏より突然「ロータリークラブに入らないか」

と話があったのが始まりで、その時はそのような

名前のクラブがあることも知らず、また昭和機械

さんとは仕事の関係があるだけで、鐡彦氏は雲の

上の人で全く面識もなく、また私も仕事一筋の人

間で会社は超多忙で寝る暇もないような時で、失

礼ながらお断りしました。すると翌年も、また翌

年もおみえになり入会を勧められ、いよいよ三度

目で入会を承知（偉そうで御免なさい）しました。

その時は私も 50歳定年の時代の時、残りの人生を

山本氏の言う「選ばれし人」となれるかどうかは

わからないが、ロータリアンになってみるかとい

う気持ちでした。山本さんはその後も表になり陰

になり私の親代わりをしていただき、私も言いた

いことを言って大変お世話になりながら、なんの

恩返しもできずに申し訳なく思っています。 

 さて入会は 1987（昭和 62）年 1 月 9 日でした。

その日は推薦者である山本氏は欠席とのこと、「関

谷幹事に話をしておいたので……」との一言で、

私には誰１人として知っている方はいませんでし

た。全く訳もわからぬまま言われる通りにしてい

ただけで、声をかけてくれる人もいません。次の

週が本当の入会で、ロータリーのグッズをいただ

き、入会の挨拶をさせられ、「えらいところに来

たものだ」とつくづく感じました。数週間後のあ

る日、私に興味を示してくれたのが〇〇さんとい

うカリスマ性の高い、おもしろい人でした。いろ

いろな質問と自分のことを話しかけてきました。

私も業界ではいろいろな人との交流はありました

ので、声さえかけていただければと、すぐに彼の

懐に入ることができ、彼にも可愛がっていただき、

それまでは四面楚歌の状態でいつやめようかと思

っていたところ、ほっとしました。彼の勧めで当

時大嫌いだったゴルフにも入会させていただき、

また関谷さんには下手な私を囲碁の会に入会させ

ていただき、その後トントン拍子で多くの人と知

り合うことができ、多くを教えられ、学ぶことが

でき、ロータリアンの一員となることができまし

た。これに伴い、ロータリーとして役も多くなり、

会社のことを少し減らすことにして、会社のこと

は社員の内で管理力と人望のある人間を選びブレ

ークダウンをはかり、私は社長室に籠ることにし

ました。なんと、これにより私の統制力の薄らぎ

の中、自己コントロールのできない人間が退社す

る、仕事は滞る、売上げは 3 分の１になるは、で

大変なことになりました。しかしロータリーを辞

めることは「山本氏の面子に掛けて」も許されま

せん。仕事の内容を濃いものにして利益だけは確

保するように絞っていき、今日まで 45年間、赤字

なしでロータリアンとしてもこられました。 

 話はそれますが、この利益は読み方で「りやく」

またこれに「御」をつけると「ごりやく」となり、

下種（げす）な言葉から高貴な言葉となるものの一

つで大切なことだと思い直すところです。 

 さて、ロータリアンとして最近感じることは、

ロータリークラブとは信仰心や宗教、哲学でもな

く「奉仕の理想」という非常に大きな目標の下、

100 年以上も続き、まだまだ私としては理解でき

ないままですが、いろいろな方々がこのロータリ

ーの奉仕の理想を求めて成長するためにいろいろ

なアイデアを出して、プログラム作り、またこれ

を実行に移す人々で成り立っていることを、昨今

つくづく感じでいます。身近なところでは、先に

ＷＦＦに行ってきました。これも 4 年ほど続いて

いると思いますが、ここに関わっている方々の努

力には敬服しました。今や 80歳にならんとする私

に何ができるだろうと考えた時、ポリオのブース

に行き、少々の基金を出し、写真をいただき、ふ

と思ったことは 11月は財団月間であり、私の卓話

もあると思いつき、家内に「おい財団に寄付する

ぞ」と言ったところ「あんたの思うようにしたら」

と返ってきました。あの環境の中で家内もロータ

リアンらしい気持ちになることが「さすがだ」と

思いました。 

 今や私より 10～20 歳も年下の方が会長になる

時代、私もできるだけいさせていただきながら、

若い斬新な考え方、行動力により、この津島ロー

タリークラブが益々発展することを願って私の話

とさせていただきます。 

 
ロータリー財団委員会 

 飯村理ロータリー財団委員長 

 坂井裕君と

飯村理委員長

が、ロータリー

財団に 1,000

ドルの年次寄

付をして、ポー

ル・ハリス・フ

ェローのバッジ等が届きました。坂井君は 1994

年にもＰＨＦの認証をうけていて、今回 2 回目

です。ありがとうございました。 

 
 

 

 

 

 

 
台北滬尾ＲＣからカードが届きました。謝謝。 
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次回例会 

第 3089回 1月 6日 (金) 

≪新年初例会≫ 

11：15  津島神社本殿前集合 

11：30～ ご祈祷 

      (参集所へ移動) 

12：10頃 お茶会 

13：00～ 例会及び新年懇親会 
     （ウェスティンナゴヤキャッスルのケータリング） 

お知らせ 

■役員・理事・委員長忘年会 

   と き：12月 16日（金）18：00 

   ところ：さかなや道場津島店 

 
誕生日祝福(12月) 

野々山勝也親睦活動副委員長 

稲垣宏高君（ 1日）  

長田一郎君 ( 1日) 

三谷栄一君（13日） 

伊藤幸蔵君（16日） 

鶴見治貞君（20日） 

生田達一君（25日） 

 

夫  人 

片岡 鉄夫人（ 1日）  伊藤祥文夫人（ 4日） 

浅井彦治夫人（22日）  安江正博夫人（23日） 

 

結婚記念日祝福 

加藤則之君（ 5日） 

堀田力男君（ 8日）   片岡 鉄君（ 8日） 

梶浦興蔵君（18日）   小林啓子君（25日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学委員会 

宇佐美三郎米山奨学委員長 

 12 月 10 日（土）、ホテルキャッスルプラザに

て地区米山奨学生

学友合同忘年会が

開催され、宇佐美

委員長が出席しま

した。学友の董宇

さん一家もそろっ

て元気いっぱい楽

しみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
1月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

          

 

 

1月のメニュー 

1月 6日(金)   (ﾎﾃﾙのｹｰﾀﾘﾝｸﾞ)  

1月 13日(金) 寒ブリ刺身定食 

1月 20日(金) ビーフカツ定食  

1月 27日(金) 割子弁当 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

一宮北 RC 1/13 金 一宮商工会議所㌱ 

名古屋空港 RC 1/16 月 キャッスルプラザ 

尾張中央 RC 1/25 水 名鉄グランドホテル 

稲沢 RC 1/25 水 林商事ビル 

名古屋北 RC 1/27 金 名古屋東急ホテル 

一宮北 RC 1/27 金 一宮商工会議所㌱ 

 

伊藤幸蔵君、鶴見治貞君、三谷栄一君、稲垣宏高君 

加藤則之副会長 

宅見康悦前年度 

Ｓ.Ａ.Ａ. 

山田公男君 横井知代君 

黒野Ｇ補佐と東海ＩＭ実行

副委員長 

 ＩＭよろしく 

お願いします！ 

 初めて司会をさせ

ていただきます 
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