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第 2652 回例会 
2011 年 8 月 26 日(金)12 時 30 分から 13 時 30 分 
司会者：山口研君 
ソング：「それでこそロ－タリ－」 
卓上花：グズマニア 

ゲスト：ロータリー情報委員会・研修委員会  

委員長 加藤弘君 

ﾋﾞｼﾞﾀ-：杉本知治君（岡崎） 
 

出席報告 
出席委員会 兼松信吾君 
会員 56 名 出席義務者 43 名 出席 26 名 欠席 17 名 
出席免除者の出席 11 名 出席率 68.51％  
修正出席率 8 月 4日第 2650 回例会 96.36％ 
 

会長挨拶  会長 沓名俊裕君 
先週のガバナー公式訪問は大変立派に松前ガバナ－をお迎

えできました。会場委員会の会員が立派な会場作りと運営をし

てくれたことに対し謝辞。 

過日、名古屋 RC を訪問し盛田和昭パストガバナ－にお会い

しました。盛田 PG の年度の地区テーマは、『Enjoy Rotary（エ

ンジョイ・ロータリー）』だったそうで、妙な因縁を感じまし

た。盛田 PG に、2012 年 2 月開催の IM 講師を正式にお願いし、

ご快諾をいただきました。 

さて、『くじら』・『めだか』・『か』、何のことでしょう？ 

「めだか」は、「くじら」に飲み込まれる。「か」は、高く舞

い上がるので飲み込まれない。これは、スズキ株式会社代表取

締役会長兼社長鈴木修氏の言葉です。鈴木修氏は１９３０年１

月３０日生まれで現在８１歳です。鈴木氏は１９５８年（２８

歳）２代目鈴木俊三社長の娘婿となり、スズキ入社しました。

１９７８年（４８歳）で代表取締役社長に就任し、１９７９

年（４９歳）爆発的にヒットした「アルト」発売しました。こ

のネ－ミングがユニ－クで、「あると便利な車」からアルトと

したそうです。「スズキでも１番がとれる国があるんだ！」と、

早くからインドに進出し、１９８３年（５３歳）インドで生産

を開始しました。（２０１０年インド国内自動車販売シェアは

50％以上）１９９３年（６３歳）また爆発的に売れている「ワ

ゴン R」を発売しました。このネ－ミングもユニ－クで、セダ

ンもあるけど「ワゴンもあーる（Ｒ）」だそうです。 

 
 
 
 

ニコボックス報告   藤井英樹君 

８月１９日第２６５１回例会（ガバナ－公式訪問）分と８

月２６日第２６５２回例会分の２回分を一括発表。 

 

最近の口癖は、「年齢は７掛けで見てくれ。」人生は、５０

年から７０年になったのだからと、２０００年（７０歳）に

代表取締役会長に就任し、まだまだ現役です。そして、２０

０８年（７８歳）に代表取締役会長兼社長として、社長に復

帰しました。８０歳でも成長できると貪欲に何でも取組み、

しかし発言は謙虚に、「俺は中小企業のおやじ」を自負され

ています。 

スズキ㈱は２０１１年３月期現在、時価総額８，５００億

円、売上高２兆６，００８億円、経常利益１，２２０億円で

す。 

鈴木氏の言葉を借りて RC を表現すれば、「ロータリークラ

ブが「アルト」喜ばれる」となるでしょうか。 

 

幹事報告  幹事 永谷文人君 
＊11/19（土）・20（日）地区大会の登録を本日中にお願いい

たします。 

＊例会終了後クラブ奉仕委員会を開催します。 

＊9/22（木）第２回安城ゴルフコンペを開催します。 

＊10/11（火）安城七親会チャリティ－コンペが葵 CC で開催

されます。 

＊９月のロ－タリ－レ－トは、1ドル＝７８円です。 

＊9/29（木）同好会「ワイン＆ジャズの会」開催。 

＊最新版の「定款細則」を配布しました。 
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卓 話 

・テーマ 「イニシエ－ションスピ－チ」 

・担当者 ロータリー情報委員会・研修委員会 

  委員長 加藤弘君 

          安城ロータリークラブへ

入会されて３年未満７名の

みなさんにイニシェーショ

ンスピーチのお願いをしま

した。題名は自由ですが楽

しいスピーチを期待してお

ります。よろしくお願いし

ます。 

今年度「ロータリー研修委員会」がスタートしました。

テーマを「長期計画中核となる価値観」として準備して

おります。 

 今日は「四つのテスト」をおさらいします。 

 1. 真実かどうか 

 2. みんなに公平か 

 3. 好意と友情を深めるか 

 4. みんなのためになるかどうか 

 「四つのテスト」はロータリーはもとより地域社会に

於いても家族に於いても活用できます「ロータリアンと

しての心得」でもあります。皆さんよろしくお願い申し

上げます。 

 

杉山淳一君 

 自己紹介 

 名前   杉山淳一 

 愛称   ジュンちゃん 

 会社  （株）東海石油  

代表取締役 

 業種   車の販売、修理、 

保険、鈑金、ガソリンスタンド 

 好物   そば（唯一拘っているもの） 

      日本酒（新潟 ゆきくら） 

      焼酎（芋 蔵の師魂） 

 スポ－ツ ボ－リング 

      ア－チェリ－（今はやってません） 

      ゴルフ（とてもへたくそ） 

 安城ロ－タリ－に入会しての感想 

 ２０１０年１月入会後１年半が過ぎました。当初の緊

張感も少しずつ和らぎ、今はとても楽しく過ごさせてい

ただいています。多くの先輩達からも声をかけていただ

き光栄に思います。 

 入会しての感想を率直に言うと、「とても良かった」

と感じています。アットホ－ム的な雰囲気が私には合っ

ています。今後も皆さんと一緒にＲＣライフを楽しみた

いと考えています。 

 

成田孝則君 

はじめに、弊社会長の

野村は、知立ロータリー

クラブ会員です。 

私が、歴史と伝統のあ

る「安城ロータリークラ

ブ」に入会できたことを

大変喜んで頂きました。

その時に、会長から頂いた一冊の冊子があります。そ

の冊子は「ようこそロータリーへ」という冊子で佐藤千

壽さんが書かれた本です。 

２０００年に東京江北ロータリークラブ創立４０周

年の記念版でした。ページをめくると、「ロータリーへ

入会おめでとうございます」とあり、この冊子を頂いて

すぐに完読しました。 

その中に、新入会員の自己紹介の時には「話題の中心

はあくまでも職業にあるべきでしょう」と書いてありま

したので、私の職業の紹介をさせて頂きます。私の職業

分類は「不動産業」です。仕事の内容を少しご紹介させ

て頂きます。 

【会社紹介と自己紹介】 

会社名は、野村開発株式会社です。正社員２５名パー

ト２９名合計５４名で頑張っています。不動産業として

は、会長が法人として株式会社を設立して、今年で３０

年を迎えます。先代、先々代も生業としておりましたの

で歴史は古いと思います。 

法人としての創業者社長と一緒に、会社の売り上げを

伸ばして来た私は、昔風に言うと「番頭さん」と言う位

置付けでした。取締役常務・代表取締役専務となり、一

昨年から代表取締役副社長として、社長が会長となった

今、２代目の若社長のサポート役として日々頑張ってお

ります。 

【仕事の内容】 

１．不動産売買 

会社を支える最大の営業部門です。賃貸管理で信頼を

得ていることは非常に大きく、オーナー様の相続税捻出

のための不動産売却は、広い土地の売却となります。ま

た、地元の一般個人客の住宅・マンションの買換え、大

手企業の社員様への土地紹介、ハウスメーカーとの提携

による建設紹介等も含めて、会社を支える一番の柱とな

ります。地域密着で営業活動を行っていますので、ほぼ、



 
知立市内だけでの仕事で十分です。会社を中心に半径

２．５ｋｍのエリアで営業活動をしておりますが、安

城・刈谷・豊田の南部までオーナー様がお見えなので、

この３市もテリトリーの範囲内としております。 

２．賃貸管理 

マンション・アパート・貸家・定期借地・駐車場を含

め約４６００世帯の管理をしております。 

３．管理体制 

管理部門１４名の社員と９名の女性パートの合計２

３名で、賃貸住宅の退去立会から室内リフォーム・クリ

ーニングを行い、大規模修繕として、賃貸建物の外壁塗

装工事等リフレッシュ工事を行っております。 

また、お客様相談室を設け、オーナー様とのコミニケ

ーションを取るようにしています。一人専任でオーナー

様訪問をし、近況を確認し困りごとがないかを確認し

て、困りごとの処理…滞納で困っている・借地でもめて

いる・お金を貸したが返してくれない・税金・相続・幸

せな廃業とかのいろいろなご相談を受けております。 

【まとめ】 

知立市は小さな市です、着実に管理戸数を増やし、管

理看板が宣伝看板になるよう努力して来ました。弊社は

本通りにありませんが、多くの顧客様に来店して頂き、

情報量も多く入る仕組みとなりました。 

不動産売買、賃貸斡旋、賃貸管理、営繕業務を４本の

柱として、オーナー様、地域の方々から信頼される会社

を目指し、地元の方々からのリピーターを増やす事を心

がけたいと思います。不動産業は、最も高額と言われる

商品を取り扱う、誇り高い仕事です。目先の数字にとら

われず、お客様に誠実に対応することと。最新の法令・

考え方も取り入れてお客様に提案をする事。そして不動

産を通じて、地域社会に貢献して行きたいと思っていま

す。 

まだ入会１年目の私が、ロータリーの理想とする「奉

仕の道」を私の所属する不動産業界に広められるだろう

か分かりません。その前に、私自身が、人間として向上

出来る様に、安城クラブの皆さんからご教示頂きなが

ら、自分なりの奉仕を考え、努力して行きたいと思って

います。 

 

近藤裕保君 

今年の４月１日に入会 

させていただきました、 

近藤裕保でございます。 

＜会社の話＞ 

中央精機㈱に入社し、企画管理部をスタートに、購買、

販売、生産管理（２年間で販売へ戻る）、タイ出向、総

務といろいろな部署を経験して来ました。 

その内の半分以上は、販売（今は営業部）に在職しま

した。その最初の頃は、会社が、新しい商品であるアル

ミホイールの生産・販売の開始や、北米を初め、海外事

業展開をし始めた時代でした。その後、私も管理職とな

り、販売戦略や拡販計画の策定及び実行等やりがいもあ

りましたし、意見の違い、仕事・責任の重さで、体調を

崩すなど辛苦もありました。 

それを乗り越えられたのは、やっぱり、信頼のおける

上司と部下 そして、暖かい家族の支えがあってのこと

と感謝しております。 

＜タイの話＞ 

タイには４年半出向しました。まだ、アジア危機の後

遺症が残っていてタイの景気も回復していない時でし

たが、タイの暑い気候とタイ人の気質（マイペンライ＝

気にしないで or 大丈夫）で、前向きな気持ちで諸施策

に取り組めました。その後は景気の回復も相俟って、会

社も正常な経営状態に戻り、タイの自動車産業の政策と

景気拡大で、今日では、生産規模が、当時の３倍に至っ

ております。 

 生活面では、食べ物は安く、美味しく、特にバンコク

では、タイ料理・日本食はもちろん、イタリアン、中華、

フランス料理など主な世界中の料理が美味しく食べる

ことができます。また、私のような単身赴任者には、サ

ービスアパートメントも有り便利でした。 

 休みは、土日ともゴルフです。当然と言えば当然のこ

とですが、グリーンは、一年中青々しており綺麗です。

ゴルフの後は、タイ式マッサージへ直行です。（サバイ・

サバイ） 

＜趣味の話＞ 

自慢できるものはありません。少し前、日刊工業新聞

の「books」の欄に、石原慎太郎東京都知事の、『・・本

を読んで打ちのめされるような感動を受けたいけれど、

最近は、ほとんどない。歴史書では、ウィリアム・L・

シャイラーの「第三帝国の興亡」それに、福永武彦の「草

の花」はいい小説だ。文学賞自体が少なかった当時、三

島由紀夫の「潮騒」が新潮文学賞を受賞したが、「草の

花」の方がずっといい。福永氏の作品の中でとてもいい

と思う。 － 以下略 』の記事を読んで、私が学生時代、

単行本の箱に、綺麗なすみれの花が描かれた「草の花」

をじぃっとみつめ買ったこと。それと「死の島」を読ん

でいて、自然に涙がでてきて、いつまでもその先に読み

進むことができなかったことも思い出しました。それこ

そ、４０年も前に読んで感動した作家が、人によっては



 
高い評価を受けていることを知って嬉しく思った次第

です。 

 

兼松信吾君 

 今年 4 月に入会さ

せていただきました

大垣共立銀行の兼松

です。 

 イニシエーション

スピーチ＝「我を語

る」ということで、改

めまして自己紹介をさせていただきます。 

 昭和 36 年丑年生まれの 50 才、血液型は（自分自身は

気に入っているのですが、周りからは余り好かれること

のない？）B 型、妻一人、子供 3 人、長男はもう結婚し

ており、孫を抱く日も近いかもしれません。 

 昭和 58 年に銀行に就職し 29 年目を迎えています。振

り出しの美濃加茂支店から数え、本部勤務を合わせます

と、今年 3 月に赴任した安城支店で 11 カ店目になりま

す。 

 ここ安城では、先日は初めて七夕祭りも体感すること

ができましたし、本当に人柄・土地柄･･･とてもいい処

へ転勤できたと思っております。 

 休日は、ソフトボールチームに入って 10 年になり、

日曜日の早朝 6時から体を動かし、日頃の運動不足解消

を図っています。（土曜日に飲み過ぎて二日酔いでの参

加も多く、体が動かないこともしばしばですが･･･） 

 最後に･･･片道 1 時間半かけて通勤している電車での

読書も趣味の一つで、最近読んだ「羽生善治さん」の著

書“結果を出し続けるために･･･”の中で、羽生さんは

言っています。「最高のパフォーマンスは、リラックス・

楽しむ・集中から」だと。 

新入会員の私が申し上げるのは甚だ恐縮ではありま

すが、今年度テーマである「Ｌｅｔ’ｓ Ｅｎｊｏｙ Ｒ

ＯＴＡＲＹ」の如く、会員の皆さまと楽しみ、リラック

スしながら、また、皆さまから大いに刺激を頂きながら、

私自身も成長していきたいと思っております。 

 今後ともご指導頂きますよう、宜しくお願い致しま

す。ありがとうございました。 

 

新田高広君 

 昭和 40 年に東京都小平市 

で生まれ小学校２年生の途 

中から埼玉県所沢市に引越 

し社会人になるまで所沢で 

過ごしました。今でも実家が所沢にあります。 

 小学校からはまったのが野球でした。小学校低学年か

ら草野球を覚え、少年野球チ－ムに入り狂ったように野

球をしていたと思います。ポジションはサ－ド希望で入

ったのでしたが、当時太めの子供は野球ならキャッチャ

－、サッカ－ならゴ－ルキ－パ－が当たり前でしたの

で、太めな私が無理やりキャッチャ－をやるハメになっ

たと思います。 

 中学に入ってもポジションはキャッチャ－で自分自

身、野球は順風満帆だと思います。 

 高校は野球をするために地区の強豪の所沢商業高校

に入学しました。練習は毎朝６時から夜の１０時まで練

習をしており１年３６５日の間、休みは正月の１月１日

だけでした。ハ－ドな練習の甲斐があり３年生の時県大

会で優勝し甲子園に行くことが出来ました。ただ、その

時、ベンチ入りをしていましたが試合には出ていたが準

レギュラ－だった私は甲子園に行くと決まってからベ

ンチ入りを外され、とても悔しい想いをしました。その

上、大学に入るのに二浪し、自分では若いときから人生

の挫折を味わった気でおりましたが、その後、証券会社

に入り人生の苦楽を味わっている方と出会えたり、この

たび安城支店で支店長になり安城ロ－タリ－クラブに

入らせていただき多くの皆様とはお話ができていない

のですが、イベント等でご一緒してお話を聞く機会があ

り自分はまだまだだと感じております。 

 このような体育会系の私ですので、お誘いいただけれ

ばどこまでも着いて行かせていただきますが、実はお酒

は好きですがあまり強くなく、先日もありましたが寝て

しまうことがありますのでその場合はご容赦下さい。 

 このような格式高い安城ロ－タリ－クラブに入会す

ることが出来、心から感謝しております。今後ともよろ

しくお願いします。 

 

恒川憲一君 

先日、松前ガバナー公式

訪問時のお話に「人生には

3つの区切りがある。」とあ

りました。30 才までが自分

探し、60 才までが自己満足

すなわち自己実現、その後

の 30 年は社会貢献、人の

ために生きる。 

私も先日 59 才になり自己実現の最後の年、これから

は人のために生きる・・・。自分が可愛いのは誰しも。

果たしてこの境地に本当になれるのか？それが自分の



 
喜びになる、罪滅ぼしや子や孫にならともかく、他人や

見も知らぬ人に我も捨て。どうも実践できると思えな

い。本当になれたら心から素晴らしいと思う。 

60 才までのあと 1年、自己満足ならやり残しのない様

に過ごしたい。 

仕事は広告会社経営。東急グループの広告代理店、電

通とソニー資本の広告代理店から、10 年前に正式に独

立。学生の頃からデザイン、広告一筋に 37 年。広告も

AIDMA の法則は古く遠く WEB、CGM、Facebook など、IT、

デジタル化の新しいコミュニケーション手法へ変わり

つつある、今までにない変換期ですが、どんな時代でも

話題づくりを忘れない。広告は面白い！を忘れない。 

奥さんは大学同級生。波風ありながら 36 年過ぎる。

いつまで現役プレーヤーでいけるか？ 

趣味はヴィンテージカー収集、ではなくミニカー収集

です。 

アルコールは苦手、孫 7人、ゴルフはしますが現役プ

レーヤーなので平日はなかなか難しいかも。 

でも、なるべく Lets Enjoy ロータリーしたいです。

これからも諸先輩方のご指導を宜しくお願いします。

 

青山竜也君 

私は仕事柄、株式の売 

買のアドバイスを行って 

おりますが、株式市場と 

いうのは本当に面白い所 

で、ここで成功を収める 

ための戦いは「決して知 

力での戦いではなく、心理的な戦いとなります。」 

５０％の確率で１００万円がもらえる場合と、１０

０％の確率で４０万円が貰える場合を選択する場合に

は、１０人中９人の人間が後者、つまり確実に４０万円

を貰う方を選択します。 

つまり人間の基本的心理として、利食いは早く損切り

は遅くなるわけです。特にこの傾向は年配の方や女性に

多く見受けられます。３度の飯より「株の塩漬け」が大

好きという方もこの中にはおられるかもしれません。 

年配でない男性にも同様の傾向はもちろんあります

が、この世代で失敗する傾向として一番多いのは株式市

場でコンピューター分析を過信してしまうことです。 

株式市場はある種全てのデータを数値化出来てしま

うため、「株式市場はコンピュータに馴染みやすい」と

勘違いをしている人が多いです。おそらく未だにそう思

っている方が大多数かと思います。 

しかし、実は株式市場ほど統計学や正規分布などが馴

染まない世界はないのです。値動きは自然現象ではあり

ません。ニュートンやアインシュタインを連れてきても

勝つことはできません。 

値動きとは人間の心理現象の集合体です。 

人間心理は両極端に走りやすいものです。ちょっとい

いことがあるだけで鼻歌を思わず歌ってしまう。ほんの

少し嫌なことがあるだけで随分不機嫌になってしまう、

これが人間です、ましては恐怖が絡めば感情はさらに増

幅します。 

集団心理は必ずヒステリックに両極端に移動します。

相場の周期は大抵極端であって歴史を見ても均衡が取

れたケースなど見当たりません。 

あなたの過去の株式データ分析が正確であればある

ほど、あなたは株式市場で負けていくことになります。

ではどうすれば良いのか？本日は時間がありませんの

で、またの機会に回したいと思います。 

 

 

 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 

 

同好会からのお知らせ 

「ワイン＆ジャズの会」 

 ワイン＆ジャズを楽しむ会を開催します。 

日時 ： 2011 年 9 月 29 日（木） 18：00～ 

場所 ： 鯛常ビル 1F イタリアンレストラン 

     「ダ・テッラ」 TEL：74-5658 

     安城市朝日町 東海石油 GS 前 

会費 ： ５，０００円 

     内訳：食事 3,000 円 ワイン 2,000 円 

備考 ： ご家族・友達の参加は大歓迎 

 

クラブ会報委員会からのお願い 

 週報作成のための原稿の事前提出にご協力ください。

 当委員会では、毎週の例会が終了しますと直ちに週報

を作成し、ホ－ムペ－ジに掲載します。これは当クラブ

の活動内容を速やかに知っていただくことと、例会に出

席できなかった会員が次週例会前に前週の例会内容を

理解して参加できるようにとの配慮です。 

そこで、当委員会では週報作成を速やかに行うため

に、また卓話内容の報告文に当委員会の恣意性や微妙な

ニュアンスの違いや誤謬を極力避けるために、卓話をし

てくださる卓話者の方に、事前に卓話原稿をご提出いた

だくようお願いをしております。原稿は WORD 文書をメ

－ルに添付し、事務局へご提出ください。 

 ご協力をいただけるよう切にお願いいたします。 




