
２０１８年９月 ３日（晴れ） 第１週 第２２４７回例会

Song ”君が代・奉仕の理想”

Visitor 堀田正裕君（津島RC）

Guest 米山奨学生 馮 軒昂君

Attendance

会員 ７９名 欠席 １５名 出席率 ７７．９４％

President Time 大竹敬一 会長

今日は、9月月初の例会です。津島RCより、津島神社の

堀田宮司がビジターとしてお越しです。天王祭りは残念で

したが、例会をお楽しみください。

50年度も3か月目に入りました。7月には例会が4回、8

月には3回ありましたが、今月は、今日を含めて2回しかあ

りません。しかも、もう1回は9月21日（金）の村井ガバ

ナーをお迎えしての津島RCとの合同例会です。あまRCで

は、例年40～42回の例会がありますが、今年は最大限に

休会を増やしたことによって、例会の回数が35回となった

事はお話ししましたが、それを実感していただく月になり

ます。ロータリーの事を忘れないように、IDMなどを活発

に行っていただくよう、お願いします。（私自身への戒めも

込めてです）

IDMに関していえば、50周年の各委員会で盛んにIDMを

していただいており、50周年の記念行事も少しずつ見えて

きているように思います。また委員会の垣根を超えたIDM

の企画もまだまだあるようです。お忙しい中とは思います

が、引き続きよろしくお願いいたします。

会長挨拶ではありますが、私の個人的なお詫びと言い訳

を申し上げます。10月11日に予定されています新人歓迎

会ですが、その日に業界の集まりを開くと、先週末に連絡

がありました。再度の日程調整をお願いするより、東海ロ

ータリー情報委員長にお願いして、会長欠席で、歓迎会を

開催していただく事にしたいと思います。分区の第1回会

長・幹事会も日程変更になった事で、最大取引先の来社日

と重なり、欠席しました。会長でありながら、関係の皆さ

んにご迷惑をお掛けしています。本当に申し訳ありません。

会員の皆さんも、業界や取引先の会、銀行の会、経済団体、

各種地元の会やボランティア団体など、様々な会合との調

整の上、ロータリー活動をしていただいているのだと思い

Today ９月２１日（第２２４８回）

担当 大竹敬一 会長

演題 ガバナー公式訪問

村井總一郎ガバナー（豊橋RC）

津島RCと合同（ホスト 津島RC）

（9/10例会振替）

Next Week １０月 １日（第２２４９回）

担当 児玉憲之 米山奨学委員長

演題 卓話

米山奨学委員会



ます。ロータリーには職業奉仕がその根幹にあり、お仕事

優先であることは何度も申し上げています。今後もその考

えは変わりません。ただ、50年度という節目の会長を仰せ

つかった自覚をもって、今年は特にロータリー活動に邁進

したいと思います。また、今日は新人卓話です。楽しい例

会になるような予感がします。3人の卓話者に期待させて

いただきたいと思います。

Secretary Report 加藤 徹 幹事

１ 次週９月10日（月）は9月21日（金）ガバナー公式

訪問の振替のため休会です。

２ 上田博行君が第1回MPHFに寄付されました。

３ 青本道春君がPHFに寄付されました。

４ 山田幹夫君が第2回MPHFに寄付されました。

５ 神田康史君がPHFに寄付されました。

６ 加藤徹君が第1回MPHFに寄付されました。

７ 大竹敬一君が第3回MPHFに寄付されました。

米山奨学生 馮 軒昂君に奨学金贈呈

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

堀田正裕君（津島RC）

お世話になります。

大竹敬一 会長

今日は新会員卓話です。よろしくお願いします。

家田安啓 副会長

新会員卓話、楽しみにしています。

加藤 徹 幹事

先日、ビール腹との指摘を受けました。通風の状態も

思わしくないので、しばらく懇親会はウィスキー・焼

酎で。ビールは我慢します。

田邊正紀君

本日、名古屋国際法律事務所という名称で、弁護士4

名が所属する事務所を開設し、業務を開始いたしまし

た。今後とも皆様のお役に立てるよう頑張りますので、

よろしくお願いします。

前田重廣君

元気です。久し振りに出席です。ニコボックス委員の

水野君のお顔を見て。

加藤憲治君

津島神社、堀田宮司様、あまRCへご来訪を歓迎しま

す。

昨日、愛西市西條の地蔵寺、17年毎の地蔵大菩薩蔵の

ご開帳行事、無事終了しました。

藤田隆志君

川口君、お誕生日おめでとうございます。ニコボック

スで座っておられ、お疲れ様です。

田中正博君はじめ皆様、先日は有り難うございました。

山田幹夫君

先週香港・上海の食品展示会に参加してきました。今

中国では、日本料理店の数が飛躍的に増加しています。

お陰で現地の担当者が、昼食抜きで説明に追われてい

ました。

山田尊久君

創立50周年記念行事総務委員会IDMにご参加の皆様、

有り難うございました。

新会員卓話、何時も楽しみにしています。

紅谷幸政君

ニコボックス委員会の皆様、ご苦労様です。

後藤袈裟美君

ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

藤田淳士君

所用のため早退します。

池﨑晴美君

津島神社堀田宮司さん、ようこそお越し下さいました。

天王祭り、毎年楽しみにしています。

本日新会員卓話です。よろしくお願いいたします。



今西邦弘君

ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

稲垣秀樹君

ヒデキ！還暦！

伊藤英毅君

昨日、舞台でした。頭に入るのが苦しくなってきまし

た。何時まで続けられるのかな？

加藤文彦君

津島神社の堀田正裕宮司、ようこそお越し頂きました。

私は本日卓話です。よろしくお願いします。

水野 眞君

9月です。災害のない月になる様祈ります。

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

シニア選手権、予選落ちしました。だからあまRCの

日曜杯、出席できます。よかったよかった。

高山 敏君

ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

田中正博君

今日は新会員の卓話、楽しみにしています。

谷口充子君

明日からやっと給食が始まります。給食に感謝！！

合 計 ８５，０００円

新 会 員 卓 話

加藤文彦君

去年の６月５日に入会した加藤文彦です。あまRCに入会

して早１年と３か月、今年は、池崎委員長の副委員長とし

ての大役を任されています。当初は何もわからず、そして

皆様の放置プレイ（笑）によって、なかなか居心地の悪い

会？！でしたが、最近は自分の立ち位置・役割がようやく

わかってきてIDMにも積極的に参加し、来る50周年に向け

良いタイミングで入会したなと実感しています。

父（加藤文義）は53歳の若さで亡くなり、早20年近く

の年月が経ちました。私は45歳。現在、あまRC最年少。

若い力でしっかり活発に活動したいと思います。

妻と高校３年生、中学３年生の息子２人。早く子どもた

ちが独り立ちし、妻と国際大会に一緒に行く日を夢見て日

々、仕事、RC活動に精進している毎日です。

丸文建設株式会社～主に土木業（あま市、愛知県発注に

よる道路工事、河川工事などなどインフラ整備、民間依頼

工事は、埋め立て宅地造成、駐車場舗装などなど～建物を

建築する以外の建設工事は何でも施工可！！）

趣味１

スポーツ・・・剣道、テニス、スキー、ジム通い。毎週月

曜日の豪華な食事、IDM等でまったく痩せません。

趣味２

カメラ、金魚飼育、飛行機乗り、ふらっと格安LCC旅など

など。

今後とも諸先輩方のご指導、ご鞭撻心待ちにしています。

池﨑晴美君

1964年10月18日東京オリンピック開催中、爽やかな

秋空が広がった日に生まれたと両親から聞いています。幼

い頃から人見知りで、引っ込み思案だった私ですが、祖母

の一言「孫の一人くらい、テレビやラジオに出て活躍しな

いかな」将来はラジオパーソナリティーになると決めアナ

ウンサースクールに通いました。1年目にはつボイノリオ

さんのアシスタントもつとめ活躍！その後結婚、2人の子

にも恵まれ、仕事との両立のため、自分の会社「30代から

の女性が社会でキラキラ輝くようにと思いを込め」（有）フ

ロム・サーティ設立。会社は司会の請負業、15名ほどの司

会者が所属し、結婚式披露宴の司会を請け負うが、人間関

係がギクシャクし好きだった仕事がつまらなく感じるよう

になりました。丁度その頃心理学を学ぶようになり、私の

®考え方を変えればいいと心機一転「ハッピートーク トレ



ーニング」を考案。NHK文化センターや企業研修などで「話

®し方で人生をきりひらく」ハッピートーク を広く伝える

ようになりました。小学校の出前授業も行い、一般社団法

人ハッピートークアカデミー協会を設立。気が付くとハッ

ピートークを伝えることが私の仕事になっていました。人

間関係に悩んだ時期もありましたが、今では全国に150名

のハッピートークの仲間がいます。日本だけではなく、サ

ンフランシスコ、ロサンゼルス、ニューヨーク、モンゴル

で講演会を行いました。

会社を設立して24年目、その間に本を4冊出版、企業研

修、講演会、安全大会など沢山のお仕事をいただいていま

す。2人の子どもも成人し、プライベートもとても充実し

た毎日です。

１.（有）フロム・サーティ代表取締役

２．司会者・TV・ラジオパーソナリティー、講演会・研

修講師

３．慶応義塾大学大学院研究員

４．NPO 日本ホスピタル・クラウン協会副理事長

５．プライベートでは2児の母（パートナーは募集中）

６．一般社団法人ハッピートークアカデミー協会

７．趣味 マラソン

私池崎晴美、これからも全力で走り続けます。どうぞよろ

しくお願いいたします。

中澤浩一君

入会1年を迎え、卓話と言う私にとって自己紹介の場を

頂いたことに感謝を申し上げます。やっとロータリークラ

ブ何たるかが徐々にではありますが分かりかけてきた今日

この頃です。まずは私のルーツからお話しします。父は長

野県姨捨山のリンゴ農家の四男、母は大治の酪農家の長女

で、私は伊勢湾台風の一月前に春日井市で産声を上げまし

た。父は自営で建築防水の職人をしていましたが、墜落労

災に遭遇し身障者となり生活が暗転しました、私が大治小

学校に入学して間もなくの頃です。母の実家が酪農業の傍

ら牛乳販売店を営んでいましたので、私も母の手伝いで夜

明け前から牛乳配達をする毎日でした。それから七宝小学

校に転校し七宝中学校、今は無き県立蟹江高校と海部には

大変お世話に成りました。その後、愛知工業大学に進学、

卒業間際にアルバイト先であった今の会社のオーナー社長

よりオファーを頂き、当時社員7人、年商3億の会社に入社

しました。新卒入社で転職経験もありませんので井の中の

蛙状態の中、仕事が自分に合っていたのか労を惜しまず働

きました。

親からもらったものは健康体以外何も誇れるものが無い

代わりに、志に対して努力を怠らない性格で小さな会社で

実績を上げ、社長を任命されました。とは言うものの雇わ

れ社長とはみじめなもので、自分が身を削って上げた収益

を全てオーナーに吸い取られてしまう喪失感があり、確執

が深まりました。そんな中、今で言うM＆Aの話が持ち上

がり、私が中心になり半強制的に1億強で会社を買い取る

話になりました、解散か買い取りかの決断を迫られ、もち

ろんそんな経験も適正価格も知る余地もなく、多少勉強も

しましたが悩みに悩み買い取る事としました。資金調達先

として親や親戚を巡り、下請けさんにも参画してもらい、

一番は自らが多額の借金をしてお金を調達しました。もち

ろん担保価値のあるものは無く、非合法ではありますが会

社の信用で運転資金を借りて、ある程度寝かせて、それを

私が借り受ける方法で買い取り資金を調達しました。返済

は高めの報酬を取りそこから返済しました。ですから高年

収を受けながら、手取りはサラリーマン以下の生活、おま

けに大きな重圧を抱える毎日でした。今は完済し、会社も

少しは成長してきていますから、あの時の決断は私にも従

業員にも良いかじ取りだったと肩をなで下ろしています。

ふと気が付くともう既に還暦を間近にして継承を考える年

齢と成っていまが、それを考えつつもまだまだ歩みを止め

ずひた走っている自分を回遊魚にたとえます。ホントせわ

しないです。

今ひたすらに取り組んでいるのは、会社の変革と趣味の

ゴルフでしょうか。ゴルフは本格的に取り組んだのが50歳

半ば頃からで、今が成長期であり面白いです。やはり目標

はシングルプレイヤーで、出来れば50歳台の内に達成する

目標で、日々鍛錬しています。何か堅い話ばかりで面白く

も参考にもならないと思われますが、ざっとこんな事で何

の帝王学も持ち合わせていない私ですが、邪魔にならない

ようについていきますので今後とも宜しくお願いいたしま

す。


