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安城ロータリークラブ 第 2700 回例会

例会日：毎週金曜日

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

週報
【 No.559 2012/9 第 1 例会 】

■会長挨拶

：近藤直樹君（名古屋中ＲＣ）

Pease Through Service 「奉仕を通じて 平和を」

告》

区大会まであと５０日となりました。

月 2 日（日） 地区新世代サミット 於キャッスルプ

見会長、石川幹事、藤井新世代委員長が出席

少年交換、ローターアクトクラブの活動報告があ

た。

月 1 日(土) 俳句同好会 於丈山文庫

谷明文先生のご実家の蔵で、森谷ワカさんのジ

ンサートを堪能してから、俳句同好会を開催しまし
クラブテーマ：
■会長：大見 宏

■幹事：石川 義典

■クラブ会報：成田孝則・松本隆利・青山竜也

■創立日：Ｓ33 年 1 月 10 日

■RI 加盟認証日：Ｓ33 年 2 月 6 日

親睦から奉仕へ。そして奉仕を通じて平和を。
2012 年 9 月 7 日(金) 12:30〜13:30 

司会者：恒川 憲一君

ソング：「君が代」、「奉仕の理想」

卓上花：リンドウ・ブルーファンタジー

ゲスト：なし

ビジター：長谷川周義君（名古屋錦ＲＣ）
2012-2013 年度 RI テーマ：
大見 宏会長

ラザ

りま

ャズ

た。
《あいさつ》

本日は、２７００回目の例会です。記念例会を考えても良かったのですが、地区大会等の準備で忙しく、準備ができません

でした。会場委員会で和菓子の準備をして頂き、内藤委員長ありがとうございます。９月は新世代のための月間となります

が昨日、今日と新聞ではいじめの問題、児童虐待の問題、昨日の夕刊では児童虐待の今年の上半期の件数は過去最高

の２４８件と報道されていました。我々ロータリークラブは、この問題に積極的に取り組んで行きたいと思っています。安城ク

ラブも児童相談所との懇談会を始め、最終的には、５５周年記念事業の中で新世代奉仕委員会から新しい試みとして、虐

待する親を援助して行こうと考えています。我々の取り組みが児童虐待の減少に少しでも役立てれば良いと考えています。

《ロータリー豆知識その③》

・インターアクトクラブとは、奉仕と国際理解に貢献する世界的友好精神の中で、相共に活動する機会を青少年に

与えるために結成されるクラブ。一つまたは複数のロータリークラブにより結成、提唱され、かつ指導監督され、

ガバナーにより確認された後、ＲＩの証明と承認により設立される。

・インターアクトクラブに入会できるのは、高校に在学中の生徒または、年齢１４歳から１８歳の若者である。

mailto:anjo-rc19580206@katch.ne.jp
http://www.anjo-rc.org/


■幹事報告 神谷 研君

待オレンジリボンキャンペーン募金活動、東日本大震災気仙沼ボランティア、病院待合室の壁絵制作など。
＊本日例会終了後、会議室にて理事会・大会議室にて地区大会実行委員会を行います。

＊ゴルフ部会より、 10/15（月）葵ＣＣにて安城七親会ゴルフコンペ本日中に登録ください。
１１/２３(祝・金)ガバナー補佐杯親睦ゴルフ大会が行われます。９/２１までに登録ください。
■委員会報告

・9 月 2 日（日）地区新世代サミット於 キャッスルプラザで開催されました、９月１４日安城学園インターアクトクラブとの新

世代交流例会を予定しています。ご協力をお願い致します。…藤井英樹君

・9 月 11（火）の大見会長・石川幹事を励ます会の開始時間を 19：00 と致します。…大嶽岩雄君

■出席報告 ■ニコボックス報告外山勝美君 小野内宣行君

本日のニコボックスメッセージの紹介

会員 59 名

出席義務者 48 名

出席 38 名

欠席 10 名

出席免除者の出席 9 名

出席率 82.5％
修正出席率 8 月 24 日 第 2698 回

100％
《インターアクトクラブの目標》

①建設的な指導力を養成し自己の完成を図る

②他人に対する思いやりと他人の力になる心構えを奨励し、これを実践する

③家庭と家族の重要性に対する認識を涵養する

④個人の価値を認める考え方に立脚し、他人の権利を尊重する観念を養う

⑤個人的成功のためにも、地域社会の改善のためにも、さらには団体としての業績を上げるためにも、各人が責任を負う

ことがその基本であると強調する

⑥全ての有用な職業は社会に奉仕する機会であるとして、その品位と価値を認識する

⑦地域社会、国家及び世界の問題についての知識と理解を深める機会を提供する

⑧国際理解と全人類に対する善意を増進するために、個人として、または団体として進むべき道をきりひらくこと

（２７６０地区のインターアクトクラブ） ①いくつありますか⇒１５クラブです。②どのＲＣクラブが提唱、指導していますか⇒

豊川ＲＣ（豊川高）、豊橋ＲＣ（豊橋商業）、岡崎南ＲＣ（岡崎城西）、名古屋ＲＣ（名古屋）、岡崎ＲＣ（岡崎学園）、安城ＲＣ

（安城学園）一宮ＲＣ外３（修文女子）、岡崎東ＲＣ（光ヶ丘）、東知多ＲＣ（阿久比）、名古屋名東ＲＣ（千種）、名古屋東ＲＣ

外２（桜花学園）、小牧ＲＣ（誉）、春日井ＲＣ外２（春日丘）、稲沢ＲＣ（愛知啓成）

③安城クラブではいつからインターアクトクラブを提唱、指導していますか⇒1977 年 4 月 1 日から

④どんな援助をしていますか⇒活動助成金１０万円、年次大会助成金１万円、海外研修助成金１７６，０００円

⑤安城学園高校ＩＡＣはどんな活動をしていますか⇒あしなが育英会募金活動、学童保育ひまわりクラブ手伝い、児童虐



★会員誕生日祝

浦田 士郎君（9/19） 稲垣 淳君（9/20） 原田慶三郎君（9/26） 杉浦 實君（9/29）

★夫人誕生日祝

恒川昌子(まさこ)様（9/7） 大嶽利津子(りつこ)様（9/18） 細井さよ子様（9/24）

★結婚記念日祝

青山竜也・知子(ともこ)ご夫妻（9/16） 福田雅美・千春(ちはる)ご夫妻（9/25）

■今月のお祝い

■イニシエーションスピーチ ロータリー情報委員会委員長 石原 昭君

親睦活動委員会 新田高広君
卓話者：福田雅美君・外山勝美君・小野田真代君・奥島正衛君・加藤
英明君・亀
島深里君

。

、

、

福 田 雅 美 君

本日、スピーチの機会をいただきましたが、話の内容はどんなことでも良いということで、

逆に非常に悩みました。自分の履歴書というか、自己紹介が中心ということで、よろしく

お願いいたします。

私は、昭和２７年１月生まれで、60 歳ということですが、今年クラブにおいて、

還暦祝いもいただきました。

小学校時代は名古屋で過ごし、中学の時、三河にきまして、岡崎の中学、高校、そして、大学は南山大学に入学しました

学生時代はスポーツをすることも好きでしたが、見ることも好きでしたので、卒業したらそういう方面に就職したいな、と

漠然と思っていましたが、昭和５０年碧海信用金庫に入庫いたしました。

当時の碧信は、店舗数が 18 ヶ店（ちなみに現在は 75 ヶ店）預金量は現在は１兆 5,840 億円ですが、当時は 1,300 億円

職員数も今は 1,347 名ですが、571 名という規模でございました。私は最初、岡崎支店に配属となり、それから、豊田支

店、知立支店で約５年弱得意先係を担当し、その後、転勤と共に事務グループ、融資担当を経験し、平成６年に竜美丘

支店長を拝命した後、５ヶ店で支店長を、そして全く畑違いの事務センター理事部長に平成１８年に就き、常務、専務を

経て、本年４月に理事長に就任いたしました。

就任と同時に今年度より３ヶ年の中期経営計画がスタートいたしましたが、テーマは「お客様第一主義の徹底」を掲げまし

た。私は、安城ロータリークラブには２０１０年１１月に入会させていただきましたが、「四つのテスト」に出会いました。こ

の中の四つ目に、「みんなのためになるかどうか」、というのがございます。これを、「お客様のためになるかどうか」、と

いう風に少し読みかえて、庫内の会議の折に、お客様第一主義の徹底を実践するための基本的な考え方の一つとして

引用させていただいております。

今後もロータリーの一員として微力ですが頑張ると共に、地域 金融機関の役割をしっかり果たしてまいる所存ですので

よろしく お願いいたします。



加藤 英明 君

お話をする機会を頂き大変ありがとうございます。

私の仕事について簡単にお話しさせて頂きます。大学を卒業して、

自動車関係で富士重工の関連企業で群馬県とかに住みましたが、

ほとんどが刈谷市の野田町で生きてきました。現在の仕事は建設・

不動産の関係ですが、ゼネコンと言われる建設部門も有りますが私自身が

実際に力を入れ伸ばして行こうと考えているのは、長く続く低金利時代を利用した

不動産から波及する商品への投資です。

せっかくの機会ですからボランティア活動についてお話させて下さい。私がしているのは単にお掃除です。安城ロータリ

ーも清掃活動をボランティアとして、行ったことは有ると思いますが、一人で始めたＪＲ野田新町駅周辺の清掃活動で

す。月に台第４日曜日で１時間の活動ですが仲間が少しずつ増え、市会議員とか、女性も参加して頂いて今は８人ほ

どのグループです。クリーンサポート野田新町という名称を付け、刈谷市の土木課に届出を出し、ボランティア協会に

も承認加入させて頂いています。ロータリークラブという冠は有りませんが、人は褒められたいとか認められたいとか

は有るかと思いますが、何か人のために貢献したいとか役に立ちたいという気持ちで人は集まると思います。この活

動は２年半ほど続いていますが、３年を目途にワンステップ上げる活動に変化出来なければ止めようと思っています。

ではなぜ私がボランティア活動をするのかと考えた時、私は宗教家では有りませんが、神の加護というか、幸運を頂くた

めだと思っています。人は皆それぞれの目的が有って努力しますが、同じようは事をしても時代背景とか、めぐり会う

人によって結果とか人生がドンドン変わっていきます。私が今ここでお話出来るのも、私自信がそんなに努力したわけ

ではありません。最終的なもたらせる結果には幸運が必要です。その幸運がもたらせるよう自分を磨くためにする目的

の一つがボランティアと思います。ボランティアの原点は最終的には町を綺麗にしなくてはならないという使命感では

なくそのことが好きであるということが大事と思います。

最後に、最近の私のモットーは、人生を振り替えると若さでは負けない２０代も、又こんなに幸運で幸せを感じた３０代も

ありましたが、６０代の今、毎日毎日を大事に生きるため、今日が一番若いし今日が一番幸せと感じるようにしています。

ご静聴ありがとうございます。

亀島 深里君

私がロータリークラブと関わるきっかけは、

ＧＳＥ（Group Study Exchange/研究グループ交換）でした。当時の会長成瀬様、

幹事磯貝様、そして事務局（中嶋様のお母様）にはとてもお世話になりました。

ＧＳＥ帰国後、当時のガバナー斎藤様、財団委員長深谷様が中心となって、

学友（ＧＳＥ、財団奨学生等）を母体とした全国で 3 番目のロータリークラブを

発足することになり、私はそのロータリークラブを設立するために、

会員の面接、設立準備、仮例会、チャーターナイトなど全てのお世話をさせていただいた（斎藤様、深谷様以外の）唯一

の人間として、普通では決して経験できないかけがえのない勉強の場をいただきました。そして、役不足ではありました

が一昨年度中部名古屋みらいＲＣ第三代（実質二人目）の会長をさせていただきました。その時の同期会長が、畏れ多く

も当時学友会のお世話をして下さっていた大嶽様で、人の世の不思議な関わりやご縁を感じます。また大嶽様は、私が

安城ＲＣへ転籍する話が現実味を帯びた時、「俺が推薦者になってやるわ。」と言って下さり、涙が出るほど感激しまし

た。安城ＲＣには、全てをご紹介できませんがその他にもご縁の深い方々がいらっしゃいます。ＧＳＥ帰国当時の会長竹

内様も、この度私の推薦者になって下さり、その竹内様を幹事というお立場で支えていらっしゃった大見様は、現会長と

して私の入会式を盛大に開いて下さいました。思い返してみますと、中部名古屋みらいＲＣの入会式で、私が行っていた

「宣誓」を、まさか自分自身が経験できるとは思ってもみませんでした。私にとりましてとても素敵な入会式で、生涯決して

忘れることができません。この場をお借りし、改めて大見会長はじめ皆様に心より感謝申し上げます。もう一つ忘れられ

ないことがあります。
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それは、この転籍に際し、直前会長沓名様、直前幹事永谷様にもお世話になったことです。私の職業分類「学友」は、

定審議会で決議されたものですが、安城ＲＣの理事会において決議をし、職業分類にそれを新設して下さいました。

このように、多くの方々のお力添えにより、私の短いロータリー歴には、一言では言い尽くせないほど多くのことが“ぎゅ

”と凝縮され、その間、本当に多くのロータリアン特に安城ＲＣの皆様に支えていただき、私はとても恵まれ幸せだと

々感じ、『感謝』以外に言葉がありません。そして、どんな状況になろうとも、いつも手を差し伸べ応援して下さる良き理

者に支えられたからこそ、今こうして、なかなか付けることのできない価値あるロータリバッチを付け“歴史と伝統ある安

ＲＣ”に身を置かせていただき、本当に夢のようです。

今は、中部名古屋みらいＲＣでの経験を、私の心の奥底にしまい込んで一旦封印し、“安城ＲＣの歴史と伝統”、そして

年培われたクラブ運営を一から学びたいと思っていますので、末永くよろしくお願いいたします。

野田真代君

年の１月に山口さんからの推薦でこの伝統と格式ある安城ロータリークラブに

入会をさせて頂きました司法書士・行政書士おのだ事務所の小野田真代です。

ニシエーションスピーチということで、自己紹介をさせて頂きます。

現在父・母・兄の４人家族です。生まれも育ちも豊田市ですが、

２０代の頃５年ほど安城の泉町に住んでいたことがあります。

稚園の頃から７年間、空手とピアノを習っていました。空手では初段を頂き、

健康的な体力づくりや忍耐力、護身術を学びました。小学校のころは、バスケットボール中学校では軟式テニスで体を

動かすのが大好きだったのですが、車の免許をとって車に乗るようになってからは、体を動かす機会も減ったので、４

年程前からゴルフを始めました。まだまだ、迷惑かけてしまいますが豊かな自然の中でプレーできるのが気持ち良くて

好きです。趣味は、旅行です。

外もいきますが、国内旅行によく行きます。

海外旅行では、１日はその国の衣装を着て、歴史的建造物など色々な場所をめぐり、その国の食べ物を食べて、日本

にはない風習や景色を感じ取り、文化を知ることで勉強させて頂いています。

今までで一番印象に残った所は、１ヶ月ほど前に行った香港です。

港歴史博物館にいきました。そこでは、今までの歴史がわかりやすくなっており、とても勉強になりました。あと、学校

団体ＮＧＯの見学もさせていただきました。食べ物も、香港式バーベキューを体験しました。日本のバーベキューとは

違い食べたい物を串にさして網の上で焼き、上の方では子豚を焼いて食べるというものでした。香港料理も食べました

が、とてもおいしかったです。国内旅行では、温泉のある所によく行っていたのですが、最近はお城やお寺に興味を持

ち始めたのでこれからはお城・お寺巡りをしたいと思っています。

安城ロータリークラブに入会して、たくさんの方に出会え、とても勉強させて頂いています。まだまだ、未熟でご迷惑お

かけ致しますが、今後とも宜しくお願い致します。

山勝美君

年１０月に入会させていただきました安城チップ工業株式会社の外山勝美です。

ず自己紹介をさせていただきます。

昭和２２年の亥年生まれの６５歳です。幡豆郡一色町で産声を上げこの方現在に

至るまで一色町一筋で生きてまいりました。現在一色町は平成２３年４月に西尾市

に合併されまして西尾市一色町となっております。（西尾市に合併されて一つ良

かったと思う事があります。それは各会場などの受け付けで住所を書く時間が短縮したことです。

幡豆郡のときと比較すると、まず大字、字の３文字がなくなったことと、幡豆郡と西尾市では画数が半分程度に減った

とです。）つづきまして、血液型はＡ型です。Ａ型は性格が几帳面と言われておりますが、たぶん私は外れのいいかげ

型と思われます。家族構成は妻と長女の３人暮らしで、長男は結婚して子供が１人おります。
味は特にありませんが、休日に親しい同僚、友人とゴルフに行くことぐらいです。



ちなみに私のゴルフはとても下手くそです。スコアメイクより仲間と楽しくラウンドすることが、唯一ゴルフを続けている理由

でしようか？続きまして経歴ですが、

まず、昭和４５年３月に東郷樹脂株式会社（所在地：愛知郡東郷町）というプラスチックの真空成形加工をしている会社に

営業として入社しましたが、根性なく１年で挫折いたしました。そして退社した年に知人の紹介で、新英金属株式会社の経

理として採用していただきました。入社以来の略歴ですが、昭和４６年３月 新英金属株式会社入社、そして平成１２年２月

に関連会社の安城チップ工業株式会社へ転籍、５年後の平成１７年５月新英金属株式会社取締役総務部長就任、平成２

４年５月安城チップ工業株式会社代表取締役就任と同時に新英金属株式会社非常勤取締役兼任となり現在に至っており

ます。

以上昭和４６年に新英金属に入社して以来４２年目を迎えております。

入社以来片道２５㎞の道のりを１時間１０分程かけて車で通勤しておりますが、近年毎日の通勤に疲れを感じるようにな

り、早く楽になりたいと思っております。

最後に安城ロータリークラブに入会することが出来、心から感謝しております。

いろいろ迷惑ばかりかけておりますが、今後ともご指導頂きますよう、宜しくお願いします。ありがとうございます。

奥嶋正衛君

私が入会した時に「先生は専門はなんですか」と聞かれて、

検診クリニックと名札には書いてありますが、検診クリニックと言うと、

内科・外科・小児科・婦人科ではなく、では、専門は何かと言うと、

我々は学会があって、内科学会が一番大きいのですが、他にも

色々な学会があります。名刺交換をさせて頂くのですが、名刺に

総合健診学会と日本人間ドック学会指定とかいてあります。

これも学会組織で、専門医制度とか指導医の制度もあり、私は両方の施設認定は頂

医を頂いて、専門は人間ドックと検診が専門となります。学会に参加して、日野原先

動しなさい」ではなく「、ちょっときつい運動をするように勧めなさい」と言われたのが

歩から運動と言われる方が多いのですが、スピードを出すとか…結局スポーツクラ

するのが中心になるとおもいますが、やはり、筋力を使って呼吸を使うのがよいと思

ますが、やっぱり、トライアスロンで泳いで、ロードバイクで、最後に走るのです。安城

が、今年は「じゃんだら輪」を市制 60 年周年記念イベントで「ツールドじゃんだら輪」1

タートして、エキスパートコースは125ｋｍ走ります。スポーツコースが72ｋｍチャレン

ｋｍと分けて開催します。すでに申込み者が多く、エキスパートコースは一杯になっ

く、通勤手当を、自転車通勤でも出して頂ける企業さんがありましたらよろしくおねが

《会場委員会》

【第２７００回例会記念】 ～季節を感じる例会を～

両口屋菓匠：清水正幸君コーディネート

和菓子 3 個の説明 （箱の中）

この和菓子は秋を代表する３つ

① 「うさぎ」仲秋の名月のイメージを表しています。

② 「荒磯」磯の波が荒くなるこれからの季節

を表しています。

③ 「桔梗」の花のイメージを表しています。
いたのですが、総合健診学会で指導

生に教えて頂いた印象深いのが、「運

印象深くて、やはり、ウォーキング、散

ブで走って、エアロバイクを利用したり

います。それで、アウトドアになってき

市も毎年マラソン大会を秋にやります

0月 14 日にやります。デンパークをス

ジコースが53ｋｍ家族で楽しむのが22

てます。自転車も購入すると金額が高

いします。


