
２０２１年 ３月 ２９日（晴れ） 第２週 第２３４１回例会

Song ”日も風も星も”

Attendance

会員 ６７名 欠席 １０名 出席率 ８２．１４％

President Time 山田尊久 会長

皆さん、こんにちは。春の雨は冷たくもありますが、日

ごとに暖かくなってきました。緊急事態宣言が3月21日ま

でで全面解除されましたが、全国の新規感染者は増加傾向

が続いています。しっかりとした対策を取りながら例会を

進めていきたいと思います。

二つ目の地区補助金事業の「山へ植樹しよう」は、昨年

6月26日の東白川村村長表敬訪問の際、今年3月20日に取

り決めていました。しかし40名ほどが県をまたいで移動す

ることは心配ということで、3月6日中止したいとの連絡が

入りました。そこで植樹予定地をあまRCの森として、記念

植樹をお願いしましたところ快く受け入れていただきまし

た。先週3月24日水曜日、私たちは雲一つない青空のもと、

暖かい日差しに後押しされるように、岐阜県東白川村の山

間の森の中を、やっと車が一台通れるような細い道を右へ

左へ曲がりながら記念植樹の森に向かっていました。まわ

りの山はきれいに間伐され、見事にそびえたつ大木の中、

ぽっかり空いた30度程の勾配の法面が現れました。記念植

樹スペースとしてフェンスで囲ってシカ対策もされていま

した。早速、東白川製材協同組合の牧野工場長より木表を

南に向けて植えるのがコツと教えていただきながら、45㎝

ほどに育った桧の苗を12本記念植樹しました。東白川村役

場にて、今井俊郎村長へ寄付金を贈呈し、植樹のお世話を

お願いし、村役場の方々と懇談する機会を持ちました。今

井村長さんより、こうしてあまRCのメンバーが植樹を通し

て村へ来ていただき、準備段階より今日まで活動を通して、

いわゆる交流人口としての役割をしていただいて感謝して

いるとのお話がありました。私達自身、山へ木を植える体

験を通して、村の人たちが昔からずっと伐採したらすぐ新

しい苗を植える仕事を続けてきた結果、森の7割ほどが人

工林だということも知りました。村としては、交流人口を

さらに定住人口の増加に向けて今、一生懸命取り組んでい

るという話を村長さんから聞きました。村では空き家がど

んどん増えていく状況で、何とか手を加えながら新しく村

へ移住していきたいという若い世帯の方につなげていける

努力をしてきた。今年は4組の世帯がスタートできた。将

Today ４月 5日（第２３４２回）

担当 山田尊久 会長

演題 地区大会報告

Next Week ４月１２日（第２３４３回）

担当 藤田淳士 保健委員長

演題 卓話

保健委員会



来は12組ぐらい毎年できると、人口減を食い止めることが

できると希望を話していただきました。一連の活動を通し

て、東白川村のこうした森に対する取り組みが、すなわち

しっかりとした木材として育っていき、その木材を使用し

て家を建てる事につながっているわけです。この素晴らし

い木材を使って家が建てられるということは、なんと素晴

らしいことかと感じました。ロータリー活動を通して、良

い木材を成育させようとする村の努力が、目の前で説明を

聞きそして実際に山へ入って見ることにより、安心して木

を使うことができると思いました。素晴らしい体験ができ

たと感じています。

ロータリーは機会の扉を開くといいます。自分からこれ

をしたい。子供たちに知ってもらいたいとの思いが、自分

自身も知らないことを体験できたのですからこんな素晴ら

しい経験ができた事に感謝したいと思います。私は、あま

RC内の活動も大切ですが、クラブの外に出て地域とのかか

わりあいを持つ事により、クラブとして社会に対してロー

タリアンとして尽くすことはもっともっとあるべきだと実

感しました。今日は「東白川村村長室でのミーティングは、

村との交流ができ次につながるものを感じた。」という話を

させていただきました。池﨑幹事、稲垣副会長、板津職業

奉仕委員長、竹田青少年奉仕委員長も同席し、一緒に話を

聞きました。2年後・3年後・5年後の交流が楽しみです。

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 池﨑晴美 幹事

１ 第９回定例理事会のご案内

日時 ４月５日（月）例会終了後

場所 桂の間 名鉄GH１１F

米寿お祝い 藤田淳士君

傘寿お祝い 後藤 眞君、黒野晃太郎君

喜寿お祝い 舩原久尚君

還暦お祝い 神戸 剛君、小倉廣三君

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

山田尊久 会長

年男・年女放談楽しみにしていました。

板津君、東白川村へ車の運転有難う。

稲垣秀樹 副会長

年男・年女放談、卓話の皆さんご苦労様です。楽しみ

です。

この後、地元中京大中京高校第４試合準々決勝、応援

しましょう。

地区大会の日はウィメンズマラソンとがち会い、会場

へ到着した時にはほぼ終了の時刻でした。でも少し聞

けてよかったです。

池﨑晴美 幹事

皆さん、お元気ですか。桜も満開です。感染に十分配

慮して、ポジティブに過ごしましょう。

畑を始めました。

前田重廣君

皆さん、お元気ですか。桜も満開です。感染に十分配

慮して、ポジティブに過ごしましょう。

家田安啓君

桜が満開です。きさらぎの満月です。西行法師の心境

にはまだまだです。



神戸 剛君

年男の神戸です。今日はよろしくお願いします。

加藤憲治君

先日より木曽川観光船を始めました。皆様一度体験し

てください。

伊藤英毅君、お世話になっております。

黒野晃太郎君

本日誕生日。７９才となりますワクチン早期接種ハズ

レ。残念。

大竹敬一君

今日は暑いので、これくらいでカンベンしてください。

山田幹夫君

３月初め、友人夫婦と京都丹後半島の間人へカニ料理

を食べに行ってきました。関西では有名な所で日本料

理専門の友人も感激していました。生前家内と約束し

ていた所で、同行できなくて残念です。

昨日の蟹江町長選、現職の勝利でした。対立候補もよ

く知っている人で、微妙な立場でした。

ゴルフ部、知多カントリークラブで準優勝でした。

古川 宏君

桜満開、小生は久しぶりの例会出席です。

木下章吉君

皆さん、お元気ですか。桜も満開です。感染に十分配

慮して、ポジティブに過ごしましょう。

伊藤英毅君

古川君、今回もよろしくお願いします。

加藤 徹君

昨日ケガをして以来４か月ぶりにリハビリランニング

をしました。亀の様な遅いスピードでしたが、走れた

事に感謝です。

水野 眞君

またまたのお久しぶりです。よろしく。

水谷安紀君

いい陽気になりました。

横井久雄君

新緑の季節となりました。今朝、もみじの葉っぱを握

ったら、赤ちゃんの手の様に柔らかかった。春が来た

なぁ！と思いました。

小倉廣三君

年男・年女放談、よろしくお願いいたします。

後藤裕一君、中澤浩一君、大西晃弘君

年男・年女放談、卓話者の皆さんご苦労様です。楽し

みです。

後藤袈裟美君、北野庸夫君、上田博行君

皆さん、お元気ですか。桜も満開です。感染に十分配

慮して、ポジティブに過ごしましょう。

合 計 ５７，０００円

年 男 ・ 年 女 放 談

「私と車」

神戸 剛君

生年月日 1961年（昭和36年）10月22日 丑年・天秤

座 血液型・Ｏ型

学歴

名古屋文化幼稚園 スクールバスで北区から東区に通園。

名古屋市立城北小学校 自宅から徒歩で通学。

名古屋学院中学校・高校 市バス・地下鉄・自転車で6年

間通学（男子だけ）。

＊ここですんなりと大学へ進学できず、１年間の予備校生

活となり北区から中区に地下鉄で通学をしました。

大阪経済法科大学 ついに名古屋から東大阪へ。

大学時代（1982年４月～1986年3月）に出会った車が

あります。トヨタ・コロナ1600ＧＴ、カローラ・レビン、

セリカ2000ＧＴ、日産レパード、いすゞ・117クーペ、

マツダ・RX７。毎週週末には、この６台で大阪府と奈良県

の県境にある信貴生駒スカイライン（全長20.9キロ）で、

ドライブを楽しんでいました。時には阪奈道路を通って奈



良市や京都へ。また、阪神高速を使い六甲山へ行っていま

した。男だけでも、夜景は奇麗です！

＊ちなみに、私が運転した車は、スズキの軽トラでホンダ

のリード５０ＣＣを所有して

おりました。

＊大学で出会えた友人と６台の車との思い出は忘れられな

いものになり、感謝しております。今年は、年男＆６０

歳になりますが、これからも、お世話になる車達に出会

えることを楽しみにしております。

小倉廣三君

皆さん、こんにちは。平成30年8月に入会しました小倉

廣三でございます。早いものであと数か月で入会3年にな

ろうとしています。コロナの影響もあり皆さんにお会いす

る機会が激減しとても寂しい気分でおりますが、皆さんお

変わりなくお元気でお過ごしでしょうか。ひさしぶりに皆

さんにお会いでき、本当にうれしく思います。本日は年男

放談ということで貴重なお時間を頂戴いたしましたこと御

礼申し上げます。

新会員卓話の際も申し上げましたが私は昭和36年8月1

2日、男ばかりの三人兄弟の次男として大阪で生まれまし

た。そしてまもなく60歳になろうとしています。月並みな

言葉ですが本当にあっという間の60年でした。子供の頃、

60歳くらいの人を見るとおじいさん・おばあさんという印

象でしたが、今その歳になった自分がいることを思うと不

思議な気分になります。60年もの長きに渡り生きてこられ

たことに対し、健康に生んで大切に育ててくれた両親に感

謝しないといけません。

世の中には不幸にも早く亡くなられた方もたくさんみえ

ます。今から5年ほど前に、日本ラグビー界の至宝平尾誠

二さんがガンで亡くなりました。同じラグビーをプレイす

る僕にとって、平尾誠二さんの訃報は本当にショッキング

なニュースでした。まだ53歳という若さです。伏見工業高

校で全国制覇・同志社大学で大学選手権3連覇・神戸製鋼

では社会人リーグ7連覇を成し遂げたレジェンドです。ま

た先週も日本柔道界の至宝 古賀稔彦さんが53歳という若

さで亡くなりました。バルセロナオリンピックでは靭帯を

損傷した状態で金メダルに輝き大変感動しました。お二人

ともこれからラグビー界・柔道界でこれから先長きに渡り

貢献されるだろう方でしたので、周囲の方のみならずご本

人は本当に無念だったと思います。心より冥福をお祈りい

たします。

この機会に少し調べてみました。昭和36年生まれは全国

で158万人。ちなみに令和2年生まれたは87万人というこ

とで出生者はほぼ半減しているのがわかります。また60歳

時の生存率については男性が87％・女性は95％という厚

生労働省の統計結果が出ておりいかに長寿国かということ

がよくわかります。長寿国に生まれよかったのか悪かった

のかはわかりませんがとりあえず現時点までは長寿国に生

まれてよかったです。また昭和36年の主な出来事について

も調べてみました。ケネディ大統領就任・ガガ－リン宇宙

飛行成功・大鵬横綱昇進・第2室戸台風などでした。皆さ

んご存じと思いますがケネディは46歳の時ダラスで暗殺さ

れます。ガガーリンに至っては宇宙飛行成功の7年後飛行

機事故で34歳の若さで亡くなっていました。悲しい歴史で

す。昭和36年に生まれて以来なんの不自由もなくごく普通

の家庭で幼少期・学生時代を過ごし卒業後も無事に一般企

業に就職しました。12年間のサラリーマン経験を経て独立

という人生を歩んでまいりました。その間 もっと何か出

来たのではないか。もっと頑張れたんじゃないかという後

悔と反省ばかりの60年だったように思えます。これから先

あと何年生きられるかわかりませんが、なるべく後悔のな

い反省のない人生を歩んでいきたいと思っておりますがた

ぶん無理かと思います。これからも反省と後悔という謙虚

な気持ちを持って生きて行きたいと思っております。会社

も14年目を迎えました。コロナの影響もあり、業績は今一

歩芳しくありませんがめげずに頑張りたいと思っておりま

す。ホームページも国の補助金などいただき一新しました

ので是非ご覧ください。

最後にあまロータリークラブに入会させていただき約3



年、皆さんには本当にやさしくご指導ならびに接していた

だき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。年末家族会の

予行練習を真剣にされる皆さんのお姿にはとても感動いた

しました。新参者の自分が次年度におきましては親睦活動

委員会の委員長という大役を仰せつかり大変名誉に思いま

すとともに大変なプレッシャーを感じております。皆さん

のご期待に沿えるよう精一杯頑張りますので引き続きご指

導ならびに優しく接していただきますようよろしくお願い

申し上げます。本日は貴重な時間をいただきありがとうご

ざいました。

加藤文彦君

昭和48年3月6日、加藤文義27歳・喜代子23歳の長男

として名古屋第一赤十字病院にて出生。小さい時は、おも

ちゃのダンプやパワーショベルで英才教育を受けました。

12歳、ボーイスカウト活動・剣道・スキー・水泳などな

どスポーツ少年でした。

24歳、大和ハウス工業の営業マンとして金沢へ赴任、そ

の地で生涯の伴侶と出逢いました。その頃。父はロータリ

ー活動を精力的に行い、夫婦で世界大会に参加し楽しんで

いました。26歳で結婚～2人の男の子に恵まれ4人家族。

36歳、海部津島青年会議所（JC）あま地域のために一生

懸命活動。あまつりの企画運営、あま音頭の製作～一生涯

の仲間もできました。

現在、48歳 親睦活動委員会委員長としてコロナ渦の中ス

トレスが溜まるこの1年。韓流ドラマ、GOTOドライブに

ハマってしまいました。家族構成4人+1匹。妻・大学一年

生の長男・高校二年生の二男・愛犬チワワ「プリン」



親睦活動委員会

４月の誕生日のみなさん

会 員 誕生日 夫 人 誕生日

西川 広樹 S.22.4.16 西川三枝子 4.23

上田 博行 S.24.4. 1 竹田 直子 4.16

武藤 正俊 S.28.4.27 中西ドーラ 4. １

家田 安啓 S.31.4.23 板津 妙子 4.14

篠田 耕伸 S.38.4. 3 敬称略

谷口 充子 S.50.4. 8

寺澤 正樹 S.53.4. 3

４ 月 ～ ６ 月 例 会 予 定

４月 ５日（月）

・地区大会報告

４月１２日（月）

・卓話 保健委員会

４月１９日（月）

・「教室で森を育てよう」「山へ植樹しよう」報告

４月２６日（月）

・休会（昭和の日の振り替えによる）

５月 ３日（月）

・休会（憲法記念日による）

５月１０日（月）

・卓話 青少年奉仕委員会

尾西地区地域協働生徒指導推進委員会

愛知県杏和高等学校学校長 永井孝人氏

５月１７日（月）

・クラブアッセンブリー 地区研修・協議会報告

祝えや いざ 君のバースデー

いついつまでも 健やかなれ

５月２４日（月）

・卓話 社会奉仕委員会

あま地区心身障害者保護者会連合会 会長 浅井清美氏

蟹江ホタルの会

いきいき花クラブ 会長 樋口百合子氏

５月３１日（月）

・卓話 青少年奉仕委員会

ボーイスカウト愛知連盟 あま第1・2・3団、大治第1

団

一般社団法人ハッピートークアカデミー協会

副理事長 永山雅美氏

６月 ７日（月）

・未定（創立記念例会の為、日程調整中）

６月１４日（月）

・休会（定款による）

６月２１日（月）

・国際奉仕委員会

６月２８日（月）

・役員・理事退任挨拶

※ いずれも12：30～13：30 名鉄グランドホテル11

Fになります。

※ 国や県の動向によっては休会になる場合もあります。

その場合は改めてご連絡いたします。


