
２０１９年９月３０日（晴れ） 第３週 第２２８４回例会

Song ”それでこそロータリー”

Attendance

会員 ７７名 欠席 １５名 出席率 ７６．５６％

President Time 田中正博会長

皆さん、こんにちは。2週間ぶりの例会になりました。

皆さん、夏ばてしておられませんか。今日で9月も終わり、

明日から10月に入ります。今でもクールビズは9月いっぱ

いの今日までの企業が多いようです。衣替えの時期は往時

と同じようです。とはいえ近年の秋の「暑さ」はそんな形

式にまつろわず、昨日も半袖短パン姿をあちこちで見かけ

ました。私は昨日はゴルフをしましたが、暑さでばててし

まいました。今日も日中は32℃になるそうです。地球温暖

化は酷暑の夏を際立たせるだけでなく、涼秋を奪い去って

います。今週以降も高温傾向は続くそうです。このぶんで

はクールビズの「終日」はまだ先になりそうで、衣の入れ

替えは待ったほうがよいかもしれません。

さて、ラグビーワールドカップが始まり、第一戦はロシ

ア戦に快勝して、28日の土曜日の第二戦日本―アイルラン

ド、初のベスト8を目指す日本が優勝候補のアイルランド

と戦い、19－12で破り金星を挙げました。先日、元日本

代表の角日出夫さんの卓話をお聞きして、ラグビーの競技

精神として、「ONE FOR ALL、ALL FOR ONE」

という英語を覚えました。訳しますと「一人はみんなのた

めに、みんなは一人のために」と訳されます。この競技精

神はRCの奉仕活動、ビジネスにも通じる人を思いやる言葉

だと勉強になりました。アイルランド戦を見て、正にラグ

ビーの競技精神のお手本のような試合であったと感激して

涙が出てきました。皆さん、いかがでしたか？中日新聞の

一面に「大金星 これは奇跡じゃない」と載っていました。

この勢いで優勝という「大金星」を目指して頑張ってもら

いたいものです。

さて、今年度も会社で言います第一四半期が終わります。

今年度の目標参加しよう、語り合おう、研鑽を積もう、そ

して楽しもうです。積極的に参加させていただき楽しんで

います。懇親がより深まった感じがいたします。皆様のご

協力に心より感謝申し上げます。明日から第二四半期に入

Today １０月 ７日（第２２８５回）

担当 黒川元則 青少年奉仕委員長

演題 卓話「ボーイスカウト活動報告

－世界ジャンボリーについて－」

ボーイ・ガールスカウトあま第1団 団委員長

佐藤益美氏・近藤純子氏

Next Week １０月１２日（第２２８６回）

担当 田中正博 会長

演題 ワールドフード＋ふれあいフェスタ

於：久屋大通公園 12:00点鐘



ります。秋の家族会、ベトナム補助金事業、WFFフードフ

ェステバル、地区大会、そして年末家族会と盛りたくさん

の行事が続きます。皆様の参加、ご協力をよろしくお願い

します。

今日は新会員卓話ということで谷口君、小倉君のお二人

になっていましたが、谷口君が子供さんの急病ということ

で、小倉君お一人になってしまいましたが、30分フルにご

使用いただいていろいろなお話をいただきたいと思います。

小倉さんは元ラグビーの選手ということで、今盛り上がっ

ているラグビーワールドカップについて楽しいお話をいた

だけることと思います。よろしくお願いします。以上会長

挨拶とさせていただきます。有難うございました。

Secretary Report 藤田隆志 幹事

１ 浅野多喜男君が第31回米山功労者に寄付されました。

２ 藤田隆志君が第2回MPHF・第1回米山功労者に寄付

されました。

３ 鈴木和彦君がベネファクター・第22回米山功労者に寄

付されました。

４ 山田尊久君が第3回MPHFに寄付されました。

５ 第4回定例理事会のご案内

日時 10月7日（月）18:00

場所 木曽路 錦店

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

田中正博 会長

本日は新会員卓話です。小倉君、急遽お一人になり、

30分フルにご使用下さい。よろしく！！

ラグビーワールドカップ、アイルランド戦勝利でびっ

くりしました。日本人はやれば出来る。優勝目指しま

しょう。

本日夜、新会員歓迎会にご参加の皆様、有り難うござ

います。

鈴村與左衛門 副会長

ニコボックス委員会の皆様、ご苦労様です。

藤田隆志 幹事

小倉君、本日は卓話、よろしくお願いします。

家田安啓君

頑張れ、ニッポン。予選通過を期待します。

ゴルフ部会荘川遠征参加の皆様、有り難うございまし

た。

木下章吉君

伊藤英毅君、先日はお世話になりました。久し振りに

お能を十分鑑賞しました。有り難うございます。

髙山 敏君

小倉君、新会員卓話ガンバッテネ。私はあなたのスポ

ンサーとして誇りに思います。

山田尊久君

小倉君、新会員卓話、楽しみにしています。

後藤裕一君

新会員卓話、楽しみにしています。

板津和博君

親睦活動委員会IDMにご参加の皆様、お疲れ様でした。

今後ともよろしくお願いします。

伊藤英毅君

9月も終わりです。年をとると時の過ぎ去るのが益々

早くなります。これこそ幸せです。合掌。

北野庸夫君

ゴルフで崖の上から落ちました。捻挫のみで済みまし

た。年寄り。頑張るな！

黒野晃太郎君

親睦IDM、楽しく、有意義でした。

水野 眞君

東京千鳥ヶ淵霊園の全国戦没者追悼法要と、靖国神社

に参拝してきました。知人・学友殆どいなくなりまし

た。

中澤浩一君

ゴルフ部荘川遠征で、ドラコン・ニアピンを頂きまし

たので、一部を寄付します。

小倉廣三君

本日新会員の卓話をさせていただきます。よろしくお

願いします。

酒井和雄君

鈴木和彦君、有り難う。

合 計 ３９，０００円



新 会 員 卓 話

小倉廣三君

皆さん、こんにちは。昨年8月スポンサー高山君・サブス

ポンサー板津君のお力添えのもと入会いたしました小倉廣

三、現在58歳でございます。入会後は親睦活動委員会の委

員に任命され、神野委員長のもと何もわからない中皆さん

の優しいアドバイスをいただきながら活動し、あっという

間に1年が経過いたしました。

入会のきっかけですが、名古屋銀行のゴルフコンペで毎

年数回一緒にゴルフをラウンドさせていただいております、

名古屋市名東区の（株）北村土地 北村会長より、名東RC

に入会しないかと誘われたのがきっかけでした。正直ロー

タリークラブとかライオンズクラブとか全く興味はありま

せんでした。そんな折、高山君が当社の協力業者会の会長

をやっていただいている縁もあり、一緒に飲食させていた

だきました際、ふとロータリーの話しを思い出しお話しし

ましたところ、「名東じゃないだろ。ロータリーはあまだ

ろ！」みたいな話しになり入会するとかしないとか。名東

RCとあまRCのどちらかを選ぶとかいう選択肢も全くなく、

審査・面接などを経て入会させていただいたという経緯で

す。スポンサーの高山君は僕にとってあこがれの存在です。

初めてお会いして以来、男気溢れる人柄・ユーモアもあり、

マスクも甘くどんなことでも相談させていただける本当に

尊敬できる方です。旅行などにも誘っていただき公私とも

にお世話になっております。サブスポンサーの板津君とは

入会後知り合いになりましたが、とてもやさしい人柄で、

なんでもやさしく教えていただける頼もしい存在です。飲

み会にもちょくちょく誘っていただき感謝しております。

本日は貴重なお時間をいただきましたので、30分という

限られた時間ではございますが、大好きなスポーツと僕の

人生に多大な？影響を与えたいじめ・暴力をテーマに自己

紹介をさせていただきたいと思います。途中自慢話なども

交えお話しさせていただきますが何とぞご容赦ください。

まず家族構成ですが4際年下の妻明子54歳・昨年結婚し

名東区たかやなぎ歯科クリニックで歯科助手をしておりま

す長女有加28歳とJR東海で中央線の運転手をしておりま

す長女の婿真志29歳・名古屋大学病院神経内科で看護師を

しております次女千瑛26歳の5人でございます。私は昭和

36年8月12日、男ばかりの3人兄弟に次男として大阪府生

野区に生まれました。当時父親は大阪で工務店を営んでお

りましたが、3歳の時父親の仕事の関係で名古屋に移り住

み以後高校卒業までずっと名古屋市守山区小幡です。小さ

い頃からプロ野球選手になるという明確な夢があり、暇さ

えあれば野球ばかりやっているという典型的な野球少年で

した。小学校（名古屋市立小幡小学校）4年生で野球部に

入部してからは野球漬けの毎日。5年生でレギュラーの座

をつかみ、6年生の時は1番でレフトを守り、記憶が定かで

はありませんが名古屋市の大会のベスト4に貢献。その時

の活躍が認められ運よく中京中学からスカウトされました。

僕のプロ野球選手になる夢は順調に進むかのよう思われま

したが、先輩から「バットや素手で殴られたりめちゃめち

ゃいじめられるぞ」の一言に大変動揺し、悩みに悩んだ末

中京中学行きを断念。急激に野球に興味がなくなってしま

い、その後野球をやることはありませんでした。その後6

年生の秋からサッカー部に入りました。左利きだったこと

もあり重宝され、左ウイングとしてまあまあの活躍をしま

したが、守山区の決勝戦で同点の末PK戦に突入。なんと

僕がPKを外して負けるという大失態を演じてしまいまし

た。サッカー一筋で頑張ってきた同級生から冷たい視線な

どを感じ、こんな非情でいじめのようなスポーツはないと

即座にサッカー部を退部。今もサッカーはよくテレビ観戦

し大好きですが、PK戦だけはは大嫌いです。中学校（名

古屋市立守山東中学）に入ると、当時2歳上の兄がやって

おりましたラグビー部に入部。当時中学ラグビー界はどこ

の中学も不良だらけ。密集で殴られ蹴られレイトタックル

で後頭部強打などは結構ありましたが、それでも3年間頑

張り、最終成績は名古屋市の大会で準優勝。個人的にはオ

ール愛知選抜にも選ばれました。この頃は空前のラグビー

ブームということもあり、ラグビーの強い高校に進学希望



でした。当時の愛知県のラグビー界は西陵商業・名古屋工

業・旭丘・千種が4強と言われており、前述の兄が旭丘高

校でラグビーをやっておりましたこともあり、自分も兄の

いる旭丘でラグビーをやることを決意。受験することも決

まっておりましたが突然兄より「ラグビーは大丈夫と思う

けど勉強は全然ついていけなくて馬鹿にされる」の一言に

またまた動揺しまして、旭丘高校進学を断念。急きょ尾張

旭市にあります愛知県立旭野高校という新設校に、自宅か

ら近かったこともあり入学。旭野高校は、当時新設の進学

校ということもあり意外にも瀬戸市・尾張旭市・長久手町

などから大変優秀な子がたくさんおりまして、入学直後の

テストではドベから2番目という有様でした。また高校で

ありながら学生帽着用・専用バックにて通学。頭髪検査や

服装検査もしょっちゅうで、新設校らしい大変厳しい高校

でした。ラグビー部もできたばかりで部員数も15人ギリギ

リというような部でしたが、自分が入学してすぐの春の愛

知県大会でベスト4に入りました。高校3年生の時には東海

4県（愛知・岐阜・三重・静岡）の春のインターハイに出

場し、Bブロック優勝をいう快挙を成し遂げました。秋の

大会では花園出場も夢ではなかったのですが、新設の進学

校らしく大学受験優先という理不尽な理由で秋の大会には

出場させてもらえず、私の高校ラグビーの活動は春のイン

ターハイで終わりました。が、その時の活躍が認められ、

高校日本代表の候補選手にも選ばれ（残念ながら高校日本

代表には選ばれませんでしたが）、明治大学などの推薦をい

ただき、明治大学進学を決意。先日卓話にお越しいただき

ました角日出夫君とは同級生で、明治大学受験の時に彼は

スーパースター。僕は無名のラガーマンという立場で出会

い、短い期間でしたが一緒にプレイもしました。本当は彼

と一緒に明治でラグビーをやる予定でしたが、そんな折に

今では考えられないような壮絶ないじめ・暴力が存在する

ことを知り明治大学進学を断念。僕のスポーツ歴はここで

いったん終わりとなります。と同時に将来の夢も希望もな

くなり、途方に暮れておりました。当時楽しいことと言え

ば居酒屋やスナックで飲んだくれ、ディスコに行っては女

のコをナンパしたりと本当に堕落した生活をしておりまし

た。見兼ねた父より建築の勉強でもしたらどうだと勧めら

れ、東海工業専門学校建築工学科に入学。2年間建築の専

門知識を学んだのち、伏見の（株）大島工務所に就職する

も、上司の現場監督に挨拶をしなかったという理由で殴ら

れ嫌気が差して3か月で退社。その後小学校の恩師の紹介

で、突然建築業界からアパレル業界へ転身。しかしこの仕

事は僕にとって本当に華やかで、とてもやりがいのある仕

事となりました。12年間営業として北海道・東北・北関東

・東京のさまざまな服屋さんをまわり、自社の商品を売り

込むという仕事しながら各地の美味しいものも一杯いただ

きました。その間に友人の紹介で現在の嫁と結婚。その後

二人の娘にも恵まれました。途切れていましたその後の僕

のスポーツ歴ですが、アパレル会社就職とともに会社から

勧められ始めたのがゴルフでした。初ラウンドは138。3

度目のラウンドで99。僕にとってゴルフはとても簡単なス

ポーツという認識でしたが、ゴルフ歴も今年で38年目。毎

年30ラウンドくらいは楽にこなしておりますが、現在は1

00切りは稀という体たらくで、今ではこんな難しいスポー

ツはこの世にないですという感じになっております。あま

RCではゴルフ部会にも入らせていただき、最近ちょっとや

る気になってまいりまして、練習にも時々行くようになり

ました。今後はコンスタントに100が切れるよう頑張りた

いと思っております。そんなアパレル業界もバブルの崩壊

とともに大変な不況となり、会社の業績も急激に悪化。そ

してやむをえず退職。平成2年、何故か建築の仕事がやり

たくなり、兄の友人と二人でパパママハウス（株）という

輸入住宅の会社を立ち上げ。8年勤務したのち兄の友人と

方針の相違などがあり退社。パパママハウス（株）退社後

は自分ひとりで独独立予定でしたが、高校の同級生に依頼

されて（株）ジャストの家という、同じく注文住宅の建築

がメインの会社を立ち上げ。しかしまたもや同級生と方針

などの相違があり3年で退社。もう何もかも嫌になってし

まい、1年ほどアルバイト生活をしましたのち、誰にも迷

惑をかけないよう自分でやりたいことをひとりでやろうと、

現在の（株）スローライフを平成20年に設立しました。直

近でいろいろありましたこともあり、とにかくのんびりや

りたいという気持ちが強く、当時流行ってましたスローラ

イフ・スローフードという言葉をいただき社名にしました。

正直勝算はあまりなかったのですが、過去の経験を活かし

なんとかなるかなと立ち上げましたがおかげさまで、今年

で12年になります。長女がひどいアレルギー体質で生まれ

てきたこともあり、とにかく健康な家が作りたいという思

いから漆喰や自然塗料・無垢の床材や建具を使った家作り

です。不動産仲介なども手掛けておりますが、主には健康



で住み心地の良いお家を新築したりリフォームしたりして

おります。ご縁のあったお客様にまだまだ少ない知識と経

験ですが、とにかく喜んでいただけるお家を一生懸命真面

目に作ることが当社のモットーです。

最後にまた僕のスポーツ歴になりますが、50歳過ぎまし

てからなぜか強くなりたいと思うようになり、近所のアス

レチックジムやボクシングジムなど見学しましたのち、空

手の新極真会山本道場に入会。20歳の指導員（黒帯）に「僕

はいつでも小倉さんを1秒あれば倒すことが出来ます」と

言われ、中学生や高校生の上級者からも殴る・蹴るされな

がら頑張りましたが、新極真会の空手はフルコンタクトと

いうこともあり、度重なるケガの影響から今は不本意なが

ら休会しております。できれば近い将来再入会して、黒帯

を目指したいと思っております。以上は私の58年間です。

これからも家族を大切に仕事も精一杯頑張りたいと思いま

す。

田中年度はニコボックス委員会の委員として、家田委員

長のもとニコボックスカウンターで大きな声を出しており

ます。あまRCの益々の発展のため、微力ではございますが

精一杯奉仕したいと思っておりますので、これからもどう

ぞよろしくお願いいたします。ニコボックスカウンターで

は優しくお声掛けいただき、できれば投函もいただきます

ようよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとう

ございました。

時間が余りました時の追加原稿送付させていただきます。

皆さんご存じのとおり、現在日本でワールドカップラグビ

ーが開催されています。正直自分が生きている間にワール

ドカップラグビーが日本で開催されるなんてことは夢にも

思っていませんでしたので、毎日録画も含めテレビ観戦し

まくりでちょっと疲れ気味です。この卓話をさせていただ

くにあたり、まずは日本がアイルランドに勝つという快挙

を成し遂げてくれました。正直前回のワールドカップで日

本が南アフリカを撃破した時以上の感動で泣きそうでした。

選手たちの凄まじいハードワークとチームワークが成し遂

げた結果だと思います。選手たちに心から拍手を送りたい

と思います。とてもいいタイミングで卓話の機会をいただ

きましたので、まだラグビーのことをよく知らない方も多

いと思いますが、どうしたら興味を持ってもらえるか自分

なりに考えてみました。先日卓話にお越しいただきました

角日出夫さんからも、ラグビーワールドカップの楽しみ方

についてお話しいただきましたが、一部重複するところも

ありますがでラグビーの楽しみ方について少しお話しさせ

ていただきたいと思います。

①ルールがよくわからない。②日本代表は外国人ばかり

でつまらない。この２つの意見をよく耳にします。確かに

ラグビーのルールは複雑で、中でもモール・ラックと言わ

れる密集でのルールや反則などは、正直僕にもよくわから

なところが多いです。あまり細かいことは考えず、単純に

前にボールを投げてはいけない。これだけを守って陣地取

りをするのがラグビーと、観戦いただくとよろしいかと思

います。力と力のぶつかり合いでどっちが強いか勝負だ！

みたいなことが国の代表同士がやってる。これがラグビー

だと思います。次に外国人ばかりでつまらないというご意

見ですが、数年前トップリーグという社会人ラグビーのリ

ーグが発足して以来、外国の有名選手がたくさん来日しプ

レイするようになりました。加えてスーパーラグビーとい

うニュージーランド・オーストラリア・南アフリカを中心

としたラグビーのクラブチームが対戦する世界トップレベ

ルの大会に、日本からもサンウルブズというチームが参戦

するようになりました。残念ながら来年でスーパーラグビ

ーから除外されるのは寂しい限りですが、そういった理由

もあり、日本代表には外国人が多くいるというのが現状で

す。正直彼らの力がありませんと、なかなか今のように強

いチームを作ることはできませんが、キャプテンのリーチ

・マイケルはニュージーランドの代表要請を蹴ってまで日

本のために戦いたいと日本国籍も取得し、日本代表として

頑張っている選手です。トンガU18などの代表のアマナキ

・レレイ・マフィーも、トンガ代表を蹴り日本代表として

頑張っています。トンプソン・ルークは国籍も日本で、ほ

とんど大坂人でみんなから「トモさん、トモさん」と慕わ

れている、ほぼ日本人といった感じの選手です。他の外国

人たちも日本国歌を歌いながら日本のために命がけで頑頑

張ってくれていますので、是非皆さんには外国人も全て日

本人だと思って応援してもらいたいです。また日本人でも

すごい選手がいっぱいいます。その中でも日本代表のフラ

ンカー・ナンバー８を務める姫野和樹君は、名古屋の出身

で中川区の御田中学・春日ヶ丘高校・帝京大学でラグビー

を続け、2年前にトヨタ自動車に入社。入社と同時にいき

なりキャプテンを務めるという、これからの日本ラグビー



を背負って立つ人物です。彼の動きに注目してもらえると、

バカでかい外国相手にも負けない力強いプレイが見られる

と思います。世界にはすごい選手が一杯いますので、是非

そのあたりも注目いただきながら観戦いただけると、少し

はラグビーに興味を持っていただけると思います。1987

年に第一回の大会が開催され、ニュージーランドが優勝。

第二回大会はオーストラリアが優勝。しかし世界のラグビ

ー大好きのファン達は、アパルトヘイト政策でIRB（イン

ターナショナル・ラグビー・ボード）から出場を認められ

なかった南アフリカ（通称スプリングボクス）が出場しな

いワールドカップは、真の世界一を決める大会ではないと

南アフリカの出場を心待ちにしていました。マンデラ大統

領のアパルトヘイト撤廃という尽力もあり、初めて第三回

のワールドカップラグビーに参戦しました。そしてなんと

見事優勝をいう歴史があります。ラグビーは南半球の国々

（ニュージーランド・オーストラリア・南アフリカ）が圧

倒的に強く、北半球で優勝できたのは第五回大会のイング

ランドだけというのも興味深いところです。今大会はアイ

ルランド・イングランド・ウェールズといった北半球の国

々が、優勝候補で死に物狂いでエリスカップを自国に持ち

帰ろうとしているのも面白いところです。日本は今回予選

トーナメントを乗り切り、ベスト８を大きな目標としてお

ります。この調子で10月5日サモア・10月13日スコット

ランド戦と続きますが、サモアにはまず手堅く勝利しても

らい、スコットランド戦についても前回の大会ではぼろ負

けした相手ですが、前回に比べ少し力は落ちたように思い

ますので、目標の予選突破・ベスト８に向け、スコットラ

ンド戦はすごい試合になると思いますのでぜひご覧くださ

い。決勝ラウンドも10月19日から始まります。Ａ組1位

で通過なんてことになりますと、決勝ラウンドの準々決勝

は南アフリカとなり、下手するとまたまた南アフリカを撃

破。勢いに乗って優勝なんてこことも夢ではなくなってき

ました。ぜひご覧ください。以上となります。

親睦活動委員会

１０月の誕生日のみなさん

会 員 誕生日 夫 人 誕生日

山田 幸治 S9. 10.17 青本 喜代子 10｡18

伊藤 英毅 S16.10.13 栗木 喜代美 10.23

舩原 久尚 S.20.10.9 加藤 太果子 10 .1

加藤 憲治 S22.10.21 （徹）

板津 和博 S35 10.26 臼井 美由紀 10.13

神戸 剛 Ｓ36.10.22

池﨑 晴美 Ｓ39.10.18

谷川 浩司 Ｓ４０.10.20

河村 昭利 S４４.10.1

敬称略

祝えや いざ 君のバースデー

いついつまでも 健やかなれ

ロ シ ア 紀 行 28

山田幸治君

ティツィアーノ ダナエ

カナレット ヴェネチアにおけるフランス大使のレセプション


