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”それでこそロータリー”Song

Attendance

７９名 １４名 ７８．７９％会員 欠席 出席率

東海広光 会長President Time

先週は、ロータリークラブにとりまして最も重要な行事

であります『ガバナー公式訪問』でした。大勢の会員さん

にご出席をいただき、また全員がネクタイ着用ということ

で、伝統あるあまロータリークラブらしさが出せたのかな

ぁと思いました。ご協力を本当に有り難うございました。

私自身、ガバナー補佐訪問・ガバナー公式訪問と早い時期

、 、に終えまして 張りつめていた緊張感も少し取れましたが

加藤ガバナーが卓話の中で言っておられましたように、ロ

ータリーの精神やルールそして厳しさを大切にし、自分自

身を今一度見つめ、ロータリー活動に励んでいこうと思い

ます。

今日は４月20日入会の北澤君と6月22日入会の青本君

にお願いいたしまして、新会員卓話例会とさせていただき

ました。ロータリーではイニシェション・スピーチとも申

します。

日本ロータリーの創始者米山梅吉さんが「ロータリーの

例会は人生道場である」と言われたそうであります。その

事はロータリーの例会において「自己研鑽」を積み 「切磋、

琢磨」して色々な情報を交換する事だと思います。そのた

めには個々の会員の事が分からなければならないと思いま

す。今日の卓話で、北澤君と青本君お二人の事を少しでも

知ることが出来れば有意義な事だと思います。お二人には

よろしくお願いいたします。昨年９月８日入会の篠田耕伸

君は、今回地元小学校の歯科検診の予定が入っているとい

うことで次回とさせていただきました。また、先日入会さ

れました藤田秀樹君・藤田隆志君も次回とさせていただき

ましたので、本日のお二人の卓話を見て、聞いていただき

勉強していただきますと、ご自分の時に有意義な新会員卓

話を発表していただけると思います。そして新会員の皆様

には歓迎会と勉強会を26日（水）に開催いたします。皆様

も入会時を思い出していただきまして、なるべく大勢の皆

様にご参加いただき、新会員の皆さんと懇親を深めてくだ

さいますようお願いいたします。勉強会は鈴木正徳地区RL

I委員のご指導で進めさせていただきます。ロータリーのい

ろはの「い」の部分からスタートしたいと思います。新会

員の皆様にはできるだけ早い機会にあまロータリークラブ

に溶け込んでいただき、ロータリアンらしくボランティア

活動、奉仕活動に参加していただきたいと思います。

８月３１日（第２１２３回）Today

担当 加藤 徹 会員増強委員長

演題 卓話「私が思うロータリーの魅力」

三菱東京JFJ銀行蟹江支店

支店長 加藤康章氏

９月 ５日（第２１２４回）Next Week

担当 伊藤正征 親睦活動委員長

演題 秋の家族会

伊勢神宮方面（9/7例会振替）



児玉憲之 幹事Secretary Report

１ 後藤袈裟美君に会員増強認証ピンが参りました。

２ 東海広光君に会員増強認証ピンが参りました。

会 員 卓 話

北澤英一君

本年４月に入会をさせていただきました北澤です。本日

は卓話のご指名をいただき、この上ないトレーニングと感

じております。

私の会社は株式会社北沢製作所といいまして、ものづく

りをしております。住所は名古屋市になっていますが、場

所が福田川の西側でほとんどあま市の七宝になっていまし

て、私は自分で名古屋のでべそと呼んでいます。私の名刺

はオレンジ色になっており、交換させていただいた方は変

わった色と思われたかもしれませんが、意味は工場の外壁

が薄いオレンジ色であることと、製品に使用している材料

が主に銅であることでそのようにしております。内容とし

ましてはリンナイ株式会社様の仕事をさせていただいてお

りまして一昨年創業50年を迎えることができました。

弊社は昭和38年に祖父と父とで始めた会社ではあります

が、その経緯においてこのたび私がこのあまロータリーク

ラブに入会させていただいたことに“縁”を感じておりま

す。

祖父は長野の生まれでその地で家族を持ちましたが、将

来のことを考え、故郷を離れる決心をしまして昭和16年大

阪へと生活の拠点を移したわけであります。その後、三重

県の桑名を経て海部郡の大治町で祖父の長男であります私

の父と鍛冶屋をはじめました。もともと努力家でアイデア

も豊富な二人でありましたので、ここまでにお世話になっ

た会社では主に試作を担当していました。そしてまだサラ

リーマンだった時に会社を始めるきっかけとなる運命の出

会いをします。その方こそ、先日私がお名刺を頂戴しまし

た、大竹初代会長様でありました。腕前を見込まれた二人

は、試作の依頼を多く受けるようになり、それならば独立

して専念しようと起こしたのが今の弊社の始まりでありま

す。今、世代を超えて私が大竹会長様、社長様とご縁がで

きましたこと、僭越ではございますが運命的なものを感じ

ております。

その後、昭和39年に津島に工場を建てお付き合いも増え

大竹様以外からも仕事をいただくようになりました。その

中にガス器具部品のメーカーもありましたが、そちらがリ

ンナイ様の仕事をしておられ、一度北澤を見たいと来社さ

れたのがお付き合いのきっかけで直接のお取引が始まり、

試作屋としての仕事も続けつつ徐々に部品生産の仕事も増

え、現在の姿へと変わっていきました。そして８年前に現

在の住所へ移転してまいりました。

さて、私は栗木直前会長のお導きで入会をさせていただ

きました。直前会長とは以前から弊社の製品を運んでいた



だいており、前の津島では会社も近く、住まいも同じ神守

町ということもあり公私ともに親しくさせていただいてお

ります。直前会長は私にとっていろんな意味の人生の先輩

であります。仕事のこと個人のことと幾度となくご指導を

いただきました。ただ、私はなかなか自分自身の確立がで

きず「おまえは何を考えているかわからん！」と言い放さ

れたことがあったぐらいです。ですので、この度お誘いを

いただいた時も「少しは社会的に認められたのかな」と思

いつつも「もっと表へ出て勉強しろ」と口には出さずとも

そう言っておられるのだろうと思っております。

そんな私ですが昭和39年生まれの51歳辰年です。趣味

はゴルフと体作りとカラオケでストレスを発散することで

す。子供は息子が二人おりますが両名とも社会人になり、

お役御免といったところで、現在は第二の人生を謳歌して

おります。と、ここで直前会長がこのタイミングでロータ

リーへの入会を勧められた意味が何となく分かったような

気がします 「これからが大事だぞ」と言われている、そう。

思う次第であります。

入会してまだ４か月、ロータリーの意味もまだ分かって

おりません。多くの先輩方とお会いし、器の違いを実感し

ております。立ち振る舞い、知識の量、発せられる言葉の

重さ。自分との次元の違いを思い知りつつも、そういった

。ことに気付ける機会を与えられたことに感謝しております

先週、加藤陽一ガバナーのお話を聞けて、その思いから

気付かされることが多々ありましたが、なかでもロータリ

ーの質について話されたことが印象に残りました。

私も毎週月曜日、朝礼時に社員の前で感銘を受けたこと

や気になったことを事例に自分の考えを話すのですが、最

近は人としてどうあってほしい、この会社の社員としてど

うあってほしいという内容が多くなっています。いわゆる

人としての質の話。いつからか学校で教わることのなくな

った道徳の話をします。難しいことは言いません。自分な

らどうしてほしい、こんなことはされたら嫌だ、人と人と

の関係の中で何が当たり前なのか。そういったことを自分

なりに話します。ですから、このロータリーで気付かされ

たことで自分ができていないことがあれば、それを正さな

い限り社員の前でしゃべれない。そう自分に言い聞かせつ

、 、つ このあまロータリークラブで多くを学ばせていただき

一人前のロータリアンに一日も早くなれるよう精進してま

いりますのでご指導のほどよろしくお願いいたします。ご

清聴ありがとうございました

青本道春君

今年6月に横井久雄さんの紹介で入会させていただきま

した青本道春です。横井さんとのお付き合いは、今年の3

月に大治町に120床の特別養護老人ホームを開設するに至

り、地元の人とのお付き合いの無い私どもに、横井さんか

ら多くの人を紹介していただき、また行政のお付き合いを

指導していただき大変お世話になった関係でございます。

おかげさまで順調に開設に至りました。またこの程あまロ

。ータリークラブを紹介していただき大変感謝しております

私のことを申しますと、昭和23年生まれの67歳です。

住まいは名古屋市緑区に住んでおります。妻1人・子供5人

・孫4人・犬一匹の家族構成です。現在は妻と唯一私に尻

尾を振ってきてくれる犬一匹の三人暮らしです。仕事は特

別養護老人ホームに従事しております。私は日本のために

子供5人をつくり社会貢献をしましたが。我が家の子供５

人の内、3人は結婚しておりません。日本国同様に我が家

も人口減少に悩まされております。結婚していない今の子

供達は、人口減少は最終的に自分の身に降りかかってくる

ことが分らないようです。子供が年老いた時に誰が介護を

するのだろうか？誰に心の支えになってもらえるのだろう

か？子供の行く末を考えると親はぞっとします。最後まで

幸せを願うならば結婚をし、子供が出来るならばたくさん

つくり、出来なければ夫婦ともに健康家庭円満ですごして

もらいたいものです。このことが私達の職業である介護の

世界に繋がること事だと思っております。

私の理想的は「お前百までわしゃ九拾九までともに白髪

の生えるまで 「あんたをみおくって後からすぐに行くから」

ね（最近はなかなか来ないようですが 」が理想と思ってお）



ります。最近ではゴルフに食事に妻を一緒に連れて行きゴ

マをすっております。

この程ロータリーの新人卓話を依頼されました。人には

それぞれ得意・不得意がいくつかあると思います。私の最

も苦手なのは人前で話すこと、人と溶け合うのに時間がか

かる事です。まだ数回しか出席していませんが、ロータリ

ーの皆さんのユーモアある会話、堂々たる態度、またロー

タリアンとして社会貢献をしてご活躍をしている事。素晴

らしいなと感じており見習わなくてはと思っております。

私の職場、介護現場の話をしますと、人は地位や名誉、

学識、お金持ちの人に関係なく、徐々に、または人によっ

ては突然人格が変わってしまう場合を多々見てきました。

今まで温厚な方が乱暴になり、話好きな方が無口になる。

その他いろんなケースがございます。人格が変わり介護が

必要となった場合に、家族で介護できる状態であれば良い

のですが、無理に自宅で介護をすると家庭崩壊となる場合

があります。これも多々見てきました。そういう方が最後

の頼みとして施設に入居してきます （他にもいろんなケー。

スがあります）私が理想としている元気にコロリはなかな

か難しいようですが、できれば、あと十数回の花見を元気

にできることを目標に生きていきたいと思っております。

私の今までの経験で、どんな人が長く健康的に生活して

いるかを考えると、ロータリーやフィトネスクラブ、趣味

。 、の会や仕事をしている方 自分から積極的に出席する方は

年の割には健康の様な気がします。もしも不幸にも私が介

護を必要な状態になりましたら妻や子供のお世話になる事

と思います。その時には今までの私の妻に対しての接し方

が妻の態度に表れるのではないかとひやひやします。一番

の理想的な介護は家庭で介護をしてもらう事ではないでし

ょうか。それには日ごろから妻を大事にし、子供とも仲良

く家庭円満を努力しなければなりません。私は大丈夫だと

思います？が 「皆様はいかでしょうか？」今からでも遅く、

ないはずです。妻にやさしく、子供と仲良くすることが、

私が介護を必要となった時の投資として、私は心がけてい

るつもりです。また何らかの事で施設に入る事になりまし

たら職員と仲良くする事も心がけていくつもりです。職員

はきっと私を笑顔で大事にしてくれると勝手に思っており

ます。

最後にあまロータリーを紹介していただいた、横井さん

に感謝し、ロータリアンの先輩をみてあらゆることを学ぶ

つもりです。最初に述べたように私の不得意は人前で話す

事と人間関係に時間がかかる事です。この事を知ってこれ

からの私とのお付き合いとご指導をよろしくお願いいたし

ます。

委 員 会 報 告

「あま地区子ども会スポーツ大会 開会式訪問」

青少年奉仕委員長 山田尊久君

日時 平成27年8月22日（土）

場所 愛西市親水総合体育館

開会式では、名倉大会会長の挨拶の後、日永愛西市長、

横江蟹江町長に続き、あまロータリークラブとして山田が

挨拶をし、この大会に対して支援をしている事を伝えまし

た。子ども達のあざやかなユニホーム、そして元気いっぱ

いの顔、スポーツ大会を通じて親睦をはかり、将来の海部

地区を担っていく子ども達の姿を見て、うれしさがこみ上

げてきました。

選手宣誓

例会日 クラブ名 場 所

9/1（火） 名古屋錦 名古屋ガーデンパレス

名古屋名南 17:30 マリオットアソシア

9/2（水） 名古屋和合 ウェスティンナゴヤキャッスル

名古屋名北 APAホテル

9/4（金） 津島 ツシマウール会館

9/7（月） 名古屋空港 キャッスルプラザ

名古屋東 ウェスティンナゴヤキャッスル

名古屋昭和 名古屋東急ホテル



ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

東海広光 会長

・北澤君、青本君、本日の新会員卓話をよろしくお願いいたします。楽しみに致しております。

・児玉幹事、夜分遅くにもかかわらず、大変お世話になりました。会員さんへのご連絡、有り難うございました。

・藤田隆志君、先日はお気遣いいただきまして有り難うございました。

西川広樹 副会長

・ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

児玉憲之 幹事

・北澤君、青本君、新会員卓話、よろしくお願いします。

大竹和美君

・田中正博君に敬意を表して。

古川 宏君

・もうしばらくか、涼しくなるのは。

中西 巧君

・今月初の例会出席です。ニコボックスの皆様、ご迷惑をおかけしました。

・6月に愛車が盗難に合いました。車両保険が下りて新車が届きました。皆さん、ハンドルロックは必要です。

大竹敬一君

・荘川で何故か千円札が増えました。

・ペンチャン、ゴールドラッシュ有り難う。

山田幸治君

・寝屋川の中学1年生の男女2人の殺人と死体遺棄の容疑者が、ヤマダコウジと言うのは戴けません。

・ブルートレインが廃止になりました。55年前には名古屋－広島間で「あさかぜ 「さちかぜ」をよく利用しました。」

藤田隆志君

・北澤君、青本君、卓話楽しみにしています。

板津和博君

・北澤君、青本君、卓話頑張って下さい！！

伊藤英毅君

・昨日は何もなく、1日中ごろごろ。平和が一番です。幸せ。

黒川元則君

・釣り部会総会ご参加の皆さん、有り難うございました。

黒野晃太郎君

・北野君、送っていただき有り難う。

水野 眞君

・20年前、老人福祉で始めた合唱団18人が今1,000名。第17回銀の鈴フェスティバルを9月19日県コンサートホールで

公演します。童謡唱歌・歌曲に興味のある方、ご来場下さい。チラシを置いておきます。入場無料。

中村普一君

・ご無沙汰してます。久し振りの例会出席、よろしくお願いします。

田中正博君

・22・23日と下呂市馬瀬へ行き、あゆ料理をいただき、家族に喜ばれました。

立松絹久君

・釣り部会参加の皆様、楽しい時間を有り難うございます。黒川君、美味しい料理を有り難う。

臼井幹裕君

・新会員の卓話を楽しみにしています。北澤君、青本君、頑張って下さい。

山田尊久君

・しまかぜが観光列車の中で1位と雑誌にありました。今から楽しみです。

清水明俊君・横井久雄君

・青本君、本日の卓話、楽しみにしております。

投函件数20件 合 計 ６０，０００円


