
２０１８年２月２６日（晴れ） 第３週 第２２２４回例会

Song ”それでこそロータリー”

Guest 谷口充子さん（伊藤正征君ゲスト）

Attendance

会員 ７９名 欠席 １５名 出席率 ７７．６１％

President Time 山田尊久 副会長

皆さん、こんにちは。最初に、先日お亡くなりになりま

した、光岡朗先生のご冥福をお祈りして、黙とうをしたい

と思います。よろしくお願い致します。今日は、光岡朗先

生の奥様の禎子様もお見えになっております。是非、一緒

に聞いていただきたいと思います。

私が、ロータリーの会員だからこそ経験できた嬉しい瞬

間を、皆さんにお話ししたいと思います。光岡先生と親し

くお話をしていただけるようになりましたのは、あまRCの

コーラス、コールスイーツでの練習のおかげであります。

今も、今年の６月に福井で開かれます全日本RC親睦合唱祭

に向けて練習をしています。光岡先生の奥様はアルトを歌

ってみえます。私は３人のテノールの内一番右、そしてな

ぜか奥様は７人のアルトの内いつも一番左に。つまり、い

つもお隣同士で歌っています。奥様は絵が大好き。私も絵

を描く事が好きでしたから、自然に話が弾みました。

私は名古屋の建築家の仲間10人で美術サロン展という会

をつくりデッサン会を開いて楽しんでいます。東桜会館

を１週間借りて、毎年４月に作品展をしています。奥様に

是非見ていただきたく案内を出しました。するとなんと、

ご夫婦一緒にお見えになりました。お二人の姿を見て私は、

本当にびっくりいたしました。皆さん、何にびっくりした

と思いますか。それは、お二人とも個性豊かな帽子と、す

ばらしくお似合いのお洋服でした。あざやかな色彩の絵の

前で、映画の中のワンカットを見ているようでした。お二

人には優雅に仲良くそして楽しく見ていただきました。今

もお二人の姿が私には忘れられません。夫婦というのは、

こういうものだとその姿を見て私は強く感じました。これ

が、ロータリーだからこそ経験できた私の嬉しい瞬間であ

ります。

私は、特に新しく入会されました皆さんに声を大にして

言いたいと思います。それは、ロータリーの活動の中でう

れしい瞬間を、一つでも多く経験できますように、自分か

ら動いていきましょう。

今日は、『嬉しい瞬間は自分からつくる』という話をさせ

Today ３月 ５日（第２２２５回）

担当 田中正博 職業奉仕委員長

演題 職場例会

於：あいち産業科学技術総合センター

Next Week ３月１２日（第２２２６回）

担当 児玉憲之 プログラム委員長

演題 卓話「藤井聡太ものがたり」

旭堂鱗林氏（愛西市観光大使）



ていただきました。それではこれで、私の挨拶といたしま

す。有難うございました。

Secretary Report 田邊正紀 幹事

１ ロータリーレートが3月1日より１ドル108円（現行1

10円）に変更となります。

２ 浅野多喜男さんが第27回米山功労者に寄付されました。

３ 次回3月5日（月）は職場例会です。11:30名鉄GHロ

ビーに集合となります。

４ 鈴村與左衛門さんに国際ロータリー第2760地区201

8-19年度会員増強委員及びWFF実行委員の委嘱状が

参りました。

５ 児玉憲之さんに国際ロータリー第2760地区2018-1

9年度国際奉仕副委員長の委嘱状が参りました。

６ 第9回定例理事会のご案内

日時 3月5日18:00

場所 それいけ精香園

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

山田尊久 副会長

今日の新会員卓話、三木勝也君、よろしくお願いしま

す。楽しみにしています。

田邊正紀 幹事

三木勝也君、突然の新会員卓話ですが、よろしくお願

いします。

病気の方が増えています。皆様気を付けましょう。

渡辺 均君

ご無沙汰しております。商工会会長職及び多くの公職

を本年で卒業させていただきますので、初夏の頃には

あまRCに帰り、またお世話になります。まだまだ人

生修行中の身でありますので、「ロータリークラブと

いう高潔な精神が宿る人生道場で学びたい」と存じま

すので、皆さんのご指導をお願い申し上げます。また、

大竹初代会長を始め、チャーターメンバーの先輩各位

が良き伝統文化として進められてきた「凛とした雰囲

気の中、スマートで楽しい例会運営」を楽しみに出席

したいと願いますので、どうぞよろしくお願いします。

大竹敬一君

ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

青本道春君

宮崎のゴルフ大会、名幹事の伊藤正征君のおかげで楽

しく過ごせました。有り難うございました。

加藤 徹君

エクシブ鳥羽へ家族旅行に行って来ました。大学生に

なって、反抗期だった子供達とも再び楽しめる様にな

りました。

横井久雄君

三木君、本日の卓話、楽しみにしております。

紅葉31本嫁入り先が決まりました。順にお渡しいたし

ますので、大切に育ててください。

藤田淳士君

本日所用のため早退します。

板津和博君

宮崎遠征ゴルフにご参加の皆様、お疲れ様でした。大

変楽しい会でした。皆様、色々お世話になり、有り難

うございました。

川口信義君

今西君、宝塚ではお世話になりました。ピョンチャン

閉幕。日本は今年はピョンと跳ね、チャンとメダル13

個。新記録おめでとう。そだねー。

児玉憲之君

釣り部ではお世話になりました。黒川君、美味しい料

理有り難うございました。

栗木和夫君

風邪が流行しています。私も熱があります。

黒野晃太郎君

孫の合唱を聴いてきました。元気な声に励まされまし

た。



水野 眞君

本願寺別院の報恩講で、佛教讃歌の合唱に参加しまし

た。大声で人前で唱うのは楽しいです。

水谷安紀君

ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

中澤浩一君

今日は早退になります。申し訳ありません。

田中正博君

次回例会は職場見学です。忘れずによろしくお願いし

ます。

藤田隆志君、臼井君、板津君、先日は有り難う。

臼井幹裕君

お誕生日のお祝い、有り難うございます。55歳となり

ました。

田中正博君、ご馳走様でした。

山田幹夫君

ゴルフ部宮崎遠征大変楽しかった。伊藤正征君、ご苦

労様でした。

ゴルフ部より

あまRCゴルフ部、宮崎遠征参加の皆様、お疲れ様で

す。今年も晴天に恵まれ、楽しいラウンドとなり、ま

た美味しい料理・酒蔵見学等、宮崎県の優しい人柄に

触れ、充実した遠征となりました。来年もこの時期に

企画したいと思いますので、皆様参加の程、よろしく

お願いします。

合 計 ４６，０００円

新 会 員 卓 話

三木勝也君

皆様、こんにちは、三木でございます。本日は突然のご

指名であり、準備不足ではございますが宜しくお願いしま

す。３０分という異例の長いお時間を頂戴しましたが、①

自己紹介 ②生命保険会社にとって重要な生年月日のお話、

そして③ニッセイの女性の活躍推進（イクボス取組み）の

お話をさせて頂きます。

①自己紹介

四国は徳島県生まれ、18歳の時に父親が交通事故で他界、

その後母親が日本生命に入社し、大学に行かせてもらった

ご縁で「日本生命保険相互会社」に入社しました。支社長

として船橋、川越、東京ベイ、浜松、そして名古屋と担当

させて頂く中、ロータリークラブにつきましては船橋みな

とRC（3年）浜松RC（3年）そしてこの度、あまRCに加

入させて頂きました。どうか宜しくお願いします。

②生年月日のお話

1981年～2010年生まれの方の誕生日を集計し何月何

日が一番多いのか、少ないのは何月何日なのかを一覧表に

したものをお配りしました。12月22日が最も多いのは、

年末までに退院出来て自宅帰れるからでしょうか？４月２

日が２番目に多いのは、学年の境目だからでしょうか？ま

た、2月29日が最も少なく1月1日がその次に少ないのは

理解できますね。また、赤は平均より多いのを示し青が平

均より少ないのを示しておりますが、概ね暖かい時期の出

産が多いようです。

③女性の活躍推進と弊社のイクボス取組み

「イクボス」とは職場で共に働く部下・スタッフのワー

クライフバランス（仕事と生活の両立）を考え、その人の

キャリアと人生を応援しながら組織の業績も結果を出しつ

つ、自らも仕事と私生活を楽しむことが出来る上司（経営

者・管理職）のことを指します。「イクメン」が定着した今、

働き方改革の土台となるのが社内のイクボスであると定め

弊社では別紙の通り運営しております。何故か厚生労働省

主催の「イクボスアワード2014」でGPは逃したものの、

特別奨励賞を私が頂戴してしまい、妻からは「子供を一回

もお風呂に入れた事もないのにふざけるな」と怒られまし

たが、罪ほろぼしの為に、部下に対しては育児休暇100％

取得をやり切ったのだということで了解してもらいました。

あまRCの皆様、どうか今後とも宜しくお願い申し上げま

す。



親睦活動委員会

３月の誕生日のみなさん

会 員 誕生日 夫 人 誕生日

後藤 袈裟美 S. 5.3.22 大竹 芳子 S.2.3.11

黒野 晃太郎 S.17.3.29 （和美）

渡辺 均 S.23.3.30 酒井 信子 S.20.3.23

鈴村與左衛門 S.26.3. 6 （和雄）

中西 巧 S.32.3.18 鈴木 陽子 S.22.3.2

山田 広明 S.42.3.7 神田 輝美 S.30.3.20

加藤 文彦 S.48.3.6 神野 幸子 S.43.3.6

敬称略 河村美智子 S.56.3.22

祝えや いざ 君のバースデー

いついつまでも 健やかなれ

委 員 会 報 告

「フレーRC青少年ショートステイのご報告（第3回）」

国際奉仕委員長 藤田隆志君

ダウガ君（15）。ガラさんの息子さんです。立松会長の

家にステイして頂きました。彼は、日本語を結構話せ、バ

スケットでモンゴル国の高校選抜選手であるスポーツマン

です。将来は政治家志望で、ぜひ日本との友好に貢献して

いただきたいものです。

イナちゃん（16）。ミンジンＰ幹事の姪っ子。鈴村会員

の息子さんの家にステイして頂きました。一番活発で親分

肌。地元ではバスケ部とバレー部の部長をしています。

蟹江中の全校生徒前で尻込みする他のメンバーの中、率先

して発表役をしてくれました。送別会では、鈴村（俊明）

さんの奥さんが涙ぐんでお別れをしておりました。

バルサ君（13）。今回一緒に来日したフレRCジャルガル

会員の末息子。年末家族会で民族舞踊を披露して頂いた美

人のお母さんです。中西会員の家にステイして頂きました。

お別れの際に中西さんのお子さんが泣かれて、バルサ君と

周りにいた皆でもらい泣きでした。

オロナちゃん（18）。トーラ幹事姪っ子。北島会員の家

にステイして頂きました。最年長でガラさんからリーダー

に任命されて、団体行動の際、バラバラにならない様気を

使ってくれてました。家族会では、キレのあるダンスを披

露してくれました。


