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●会 長：沓名俊裕 ●会長エレクト：大見 宏 ●副会長：石川 博 ●幹 事：永谷文人 
●クラブ会報：神谷 研  寺田孝司  恒川憲一 
●例会日：毎週金曜日 12：30〜13：30 ●例会場：碧海信用金庫本店３Ｆ／安城市御幸本町 15-1 
●TEL：0566 - 75 – 8866 ●FAX：0566 -74- 5678  
●Email：anjo-rc19580206@katch.ne.jp ●HP：http://www.anjo-rc.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 2686 回例会 
2012 年 5 月 18 日(金)12 時 30 分から 13 時 30 分 
司会者：小野田真代君 
ソング：「手に手つないで」 
斉 唱：四つのテスト 
卓上花：スプレーカーネーション・ミリオンアスパラ 
ゲスト：ガバナーエレクト 千田 毅君 （名古屋東） 
   ：次期地区幹事   柳澤幸輝君 （名古屋東） 
ﾋﾞｼﾞﾀ-：なし 

出席報告 
出席委員会 福田雅美君 
会員 58 名 出席義務者 47 名 出席 37 名 欠席 10 名 
出席免除者の出席 10 名 出席率 82.45％  
修正出席率 4 月 27 日 第 2684 回例会 100％ 
 

≪入会式≫ 
※新入会員紹介  推薦者 小林逸朗君 
加藤英明君をご紹介します。 
加藤君は株式会社東海ホールディングの取締役会長で、関係会

社が４社あります。趣味はテニスにゴルフです。昭和２３年生

まれで、学歴は名古屋大学工学部の卒業です。 
≪入会あいさつ≫     加藤英明君 
建設不動産を中心に投資コンサルタントを生業にしています。

現在６３歳です。本日名誉ある安城 RC へ入会させていただ

き、大変に光栄に存じます。安城 RC への入会を機に社会貢献

を含め自分の人生を見直して生きたいと思います。 

       
 
※歓迎の言葉  親睦活動委員会 委員長 横山真喜男君 
ロータリ－クラブでは、例会出席は義務です。トイレ掃除も進

んでやっていると癖になります。どうか加藤君も例会出席を癖

にしてください。 
 

会長挨拶  会長 沓名俊裕君 
１ご来賓の紹介 

１２～１３年度 第２７６０地区ガバナー 
名古屋東ロータリークラブ 千田 毅様 

  
  
  
  

  

  

     １９３６年８月８日生 ７５歳 
事業所名 名古屋建商株式会社  （名古屋市千種区） 
役 職  代表取締役 
＜ロータリー歴＞ 
１９７３年 １２月 名古屋東ロータリークラブ入会 

１９９６年 会長 

２００６年 東名古屋分区ガバナー補佐 

２０１１－２０１２年 ガバナ－エレクト 

２０１２－２０１３年 ガバナー 

≪スローガン≫ 

Ｔｏｕｃｈ ｔｈｅ Ｒｏｔａｒｙ 

「ふれあい、思いやり、そして握手」 

       

 
 
 
 
 
 
 

《5月の行事予定》 

21日(月) 明祥中クリーン活動 13：00～ 

24日(木) 安城・三河安城合同コンペ 葵CC 

新旧幹事・事務局会 18：00～グランドティアラ  

31日(木) 第３回会長幹事会 18：00～川本 
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１２～１３年度 第２７６０地区 地区幹事 

名古屋東ロータリークラブ 栁澤幸輝様 

 

 

 

 

 

 

１９４７年１１月１３日生６４歳 

事業所名 後藤商事株式会社 （名古屋市昭和区） 

役 職 代表取締役  

＜ロータリー歴＞ 

１９８７年 ４月 名古屋東ロータリークラブ入会 

２００６年 ガバナー補佐幹事 

２０１０年 会長 

２０１２年 地区幹事 

 

２．第２回 写真同好会 展示会 

５/１８（金）碧海信用金庫本店 正面玄関へ展示 

勝見乙平先生他７名９点 

 

 

 

 

 

 

３．桜オーナー草刈り 

５/２０（日）半場川 

５/２７（日）根崎町調整池 

年２回 会長・幹事で実施 

 

 

 

 

 

 

４．第４２回明中クリーン活動 

 社会奉仕委員会担当 

５/２１（月）出発の会に参加 明祥中学校 １３時 

 

５．総会参加 

①５/２５（金） 

◆安城市国際交流会 総会 安城市民会館 １５時 

②５/２６（土） 

◆安城市体育協会 定時総会 安城市体育館 １０時 

６．報告事項 

①金環日食専用メガネ 

 

  メガネプレゼント 

 

 

 

 

 

 

 

 
②５/１６（水）中部経済新聞掲載 ４/１５地区協議会

 
 
 
 
 
 
 
（あいさつ） 

元気印の会社紹介 

創業精神  「和」「誠」「開拓者精神」 

 

 

 

 

 

   （名称：モンキーポッド 中南米原産） 

株式会社日立製作所を紹介します。 

代表執行役 執行役社長 中西宏明氏 

            

 

 

 

 

 

 

１９４６年３月６６歳 横浜市 

売上高  ９兆６，６５８億円 

当期純利益  ３，４７１億円 

時価総額 ２兆１，９８３億円 

◆１９１０年 日立鉱山の久原財閥が創業 

   ・国産初の誘導電動機（モーター）を完成 

◆１９２０年 日立製作所設立 

５／２１（月）

７時３０分頃

 

 



 
◆１９２４年 電気機関車を完成 

◆１９３２年 エレベーター製作開始 

◆１９４９年 東証一部上場 

◆２００７年 対話型ロボット開発    

電機大手で、なぜ明暗？    （2012 年 3 月期決算）

  売上高 終損益 

日立製作所 重電系 9 兆 6658 億 3471 億

パナソニック 家電系 7 兆 8462 億 ▲7721 億

ソニー 家電系 6 兆 4932 億 ▲4556 億

東芝 重電系 6 兆 1002 億 737 億

三菱電機 重電系 3 兆 6394 億 1120 億

シャープ 家電系 2 兆 4558 億 ▲3760 億

2011 年度は、家電系は大赤字、重電系は黒字という

はっきり二分化されました。 
家電系は主力のテレビ事業が地上デジタル放送への

切替期が終わり、新規のテレビ購入者が激減し、経営不

振に浸り、過去 大の赤字（3 社で１兆 6,000 億円）と

なりました。 

一方、重電系３社は、リーマンショック、トヨタショ

ック、東日本大震災を受けて、事業の主体を社会インフ

ラへシフトしました。特にこの３社は原子力発電事業を

行っている３社でした。日立は過去 高益!! 
 そんな日立も過去には、稼ぎ頭を、分離・縮小・撤

退を繰り返す苦しい時期がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2009 年は、日本の製造業として過去 大 
終赤字▲7873 億 

 
 

事業の選択と集中で過去 高益 
この教訓を受けて、 
ロータリークラブは社会を変えます。そして社会ととも

に、これからも変わって行きます。 

  

幹事報告  次年度副幹事 神谷研君 
＊地区大会実行委員会を、例会終了後行います。 

＊5/25(金)さくら学園での移動例会です。出欠報告くだい。

＊6/22(金)親睦夜間例会18：30～川本にて行います。 

＊次年度理事・委員長の方は、計画書原稿をワードデータ

で提出ください。 

＊5/24(木)合同コンペ参加されます方は\5000集金いたしま

す。 

＊5/25(金)16：00～安城市民会館大会議室にて国際交流

協会講演会があります。 

 ＊写真同好会 碧信本店にて展覧会開催いたします。 

＊5/21金環日食観賞用太陽メガメをお配りします。 

-注意事項をお読みになり、気をつけてお使いください。 

＊次年度会員名簿作成にあたり、現在の会員名簿を回しま

すので、変更・訂正ありましたら赤色で修正願います。 

＊加藤英明君本日入会です。委員会は会場委員会です。

よろしくお願いいたします。 

 

ニコボックス報告  藤井英樹君 
本日のニコボックスメッセージ紹介 

        
 

卓 話 
卓話担当 奥田法行君 

卓話者 ガバナーエレクト 千田 毅様(名古屋東RC) 

テーマ《2012-2013年度 地区大会の成功に向かって！

  ～親愛なる安城ロータリークラブ会員の皆様へ～》

冒頭、加藤英明君に対し入会のお祝いの言葉。 
本日、安城市長にお会いしました。安城市長は自転車

で富山まで走っていかれるほどお元気な方でした。そし

て、安城市長も地区大会への出席を承諾してくださいま

した。 
地区運営方針については、週報へ原稿を寄稿しまし

た。ぜひお読みください。 

構造改革 
社会インフラに周



 
私は、昨年７月２２日に地区大会ホストのお願いに安

城 RC を訪問させていただいております。引き続き本日

も訪問でき嬉しく思います。 

      

さて、私はロ－タリ－で国際協議会に出席でいたこと

が唯一の喜び、名誉でありました。１月５日から１週間

サンディエゴでみっちり次年度ガバナ－の研修を受け

ました。 
席上、田中作次 RI 会長（２０１２－２０１３年度）

は、「地区の目標は高く、到達できるものは目標ではな

い、到達できないものが目標である。」と仰いました。

田中会長は、幼き時２０キロの道のりを毎日お母さんの

リヤカーを押していくのが日課だったそうです。この往

復２０キロの世界が、当時の田中少年の唯一の世界でし

た、いつか遠くにいきたいとの思いを強くした時期でも

ありました。 
田中会長は、国際協議会においてすべて英語でスピー

チを立派にされました。スピーチ終了後にはその内容に

参加者全員感銘を受け、会場全体がオールスタンディン

グの喝采でした。 
私はこのスピ－チを聞いて、人間は人柄だと感じまし

た。１８１人の世界中のガバナ－エレクトと 3 日間親交

を交わし、田中会長と写真撮影しました。 
国際ロ－タリ－の事務総長は世界中の８００人の中

から選ばれたジョンヒューゴ（世界敏腕の国際弁護士）

さんになりました。彼がロ－タリ－活動を世界中で調査

したところ、こんな立派なことを多くやっているロータ

リ－について知らなかったという結果がでてショック

を受けたそうです。彼はロ－タリ－は告知が重要である

と強く訴えました。 
ロータリ－活動は成功しなければならない。そのため

には、世界のロータリ－は変わらなければならない。そ

して２７６０地区も変わらなければならない。 
私は、１１月までに３５回の公式訪問を行います。 
地区大会は、皆様にお願いがございます。地区大会は、

普通に終わって大成功。少しでもミスがあれば大失敗。

ぜひよろしくお願いいたします。 
私の年度の世界大会はリスボンで開催されます。ぜひ

の２７６０地区のロ－タリアンと共にリスボンへ参り

たいと願っております。 
田中会長の掲げられた RI テ－マは、“奉仕を通じて平

和を”です。このテ－マに基づいて RI では、世界平和

フォーラムを全世界の中で３ケ所開催します。 
ベルリン、ホノルル（森林破壊がすすむ緑の多い）、

そして広島（平和はあなたから始まる）です。広島では

若い人たちを中心に運営したいと RI から連絡が来てお

ります。地区からも若い人を派遣しなければなりません

ので、皆様のご協力をお願いいたします。 
私は地区運営にあたり、ロ－タリ－の善意を信じてお

こなっていきたいと思っております。６月２３日から開

催されます－リスボン世界大会―。地区ではオンツウリ

スボン委員会を設置し、６月２３日を中心に前後で地区

内から人材を派遣したいと考えています。ぜひ沓名会長

にも安城ＲＣから何人か行っていただけるようご協力

いただきたいと思います。 
後に、沓名地区大会大会実行委員長を中心に、地区

大会の打ち上げで大いに喜びの杯をあでたいと思いま

す。 
 

《ガバナーエレクト千田毅様寄稿文》 
地区大会とは、ガバナーと地区内クラブ過半数の会長の

合意によって定められる時及び場所において、地区内

ロータリアンの大会を毎年開催するものとする。 

地区大会の開催日程は、ロータリー研究会、地区協議会、

国際協議会、または RI 国際大会の日程と重なっては

ならない。 

RI 理事会は、地区大会を年度の前半に開催するよう奨励

している。 

地区大会の目的は、親睦、感銘深い講演と、地区内クラ

ブや RI 全般に関する問題の討議によって、ロータリ

ーの綱領を推進することである。地区大会は、RI 理事

長から提出された特別な問題あるいは地区内で生じ

た問題について検討する。 

地区大会は、ロータリーのプログラムや地区およびクラ

ブの成功した活動を発表する場となり、またクラブ同

士が交流し、対話することを奨励すべきである。 

地区大会が地区内の会員基盤を維持し、増大させる機な

ることを認識した上で、意気を高揚させるような形

で、かつ親睦の雰囲気の中に情報を提示すべきであ

る。とロータリー章典に記してあります。 

安城ロータリークラブの皆様には大変な役目を引き受

けていただき感謝しております。私は、下記の様な地

区運営方針を発表しております、何卒私の意を汲んで

いただき、大会の RI テーマ“奉仕を通じて、平和を”



 
を基として、運営していただきたいと思います。 

地区運営方針 

「〝Touch  the rotary“～触れあい、思いやり、そし

て、握手」  

３月１１日の東日本大震災を経て、もとより不況下にあ

った日本は、さらなる経済不振に苦しんでおります。

とどまるところのない円安、それが引き起こす国内の

産業空洞化、また、それによる更なる就業・失業率の

低下、そのような、日本全体の経済的なダメージを挙

げれば暇（いとま）がありません。 

しかし、だからこそ思い出して頂きたいのです。「日本

人らしい」「日本人でなければ決してできない」と海

外に言わしめた、日本人の震災直後にとった行動の尊

さを。炊き出しを待つ人々は整然として並んでいる。

東京という大都市でも、帰宅の電車が来ないのを誰が

指示するのでもなく、順番に並んでホームへの階段に

座り込んでいる。あるイギリスの新聞にはこうありま

した。「われわれが敬意を表してやまないのは、日本

の政治家や官僚たちに対してではない。名もない、た

だ普通の日本人のありように対してだ」と。その声に

代表されるように、そういった「庶民」と呼ばれるひ

とびとのたたずまいが、中国でも欧米でも、広く讃（た

た）えられました。 

このような未曾有（みぞう）の社会的、同時にそして経

済的危機に瀕（ひん）している日本にとって、ロータ

リーにとって何が必要か。それは政治的次元でも経済

的次元でもなく、一般のひとの目線にたってふれあ

い、思いやりの心を持って行動するのがわれわれロー

タリーの活動であり、ロータリーだからできる特権で

はないかと私は考えます。 

だからこそ、“touch”なのです。ときには粘り強く、人

と人が触れあう時間を惜しまない地道な活動こそが、

政治でも経済でもない次元で活動しうるロータリー

に、いまこそ求められているものではないでしょう

か。 

そして、手を握る。握手です。強くもっと強くひとりひ

とりと向き合いながら触れあってください。というの

は、人間と人間の直接の、そしてひとときしかない、

コンタクトです、相手の体温を感じながら接し、タッ

チしてロータリーの友情を深めてください。 

後に、沓名大会委員長を始め、安城ロータリーの皆様

に重ねてお礼申し上げ、盛大な打ち上げのときに皆様

と共に喜びの杯をあげたいと思っております。 

RI2760 地区 ガバナーエレクト 千田 毅 

平成 24 年 4月 26 日 

神谷学安城市長を表敬訪問 

2012 年 5 月 18 日 安城市役所 

     

     

神谷学安城市長に対し、2012 年 10 月 28 日の地区大会

第２日目に列席くださるようご依頼し、ご快諾をいただ

きました。 

（表敬訪問者） 

 千田毅ｶﾞﾊﾞﾅｴﾚｸﾄ、栁澤幸輝次期地区幹事、沓名俊裕

地区大会実行委員長（安城 RC 会長）、大見宏次年度会長、

奥田法行地区大会幹事、神谷研地区大会副幹事、本間育

子事務局員 

 

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 

米山功労クラブ感謝状をいただきました。 

     

 

      

例会場卓上花 （ｽﾌﾟﾚ-ｶ-ﾈ-ｼｮﾝ・ﾐﾘｵﾝｱｽﾊﾟﾗ） 




