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ロータリーは世界をつなぐ
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2019 年(令和元年)８月 9 日(金) 晴
「手に手つないで」

出席報告
会員 69 名中 出席 47 名 出席率 68.11％
前々回修正出席率 100％
〇ゲスト 名古屋清州 RC 江川 泰彦君以下 2 名
〇スピーカー 会員 松本
久君、小川 晶露君

会長挨拶
「花火」
今日は日本の夏の風物詩の
一つ、花火についてお話しま
す。
皆さんも夏になると楽しみの
一つである花火があります
ね。
日本の各地で花火大会が催され、浴衣を着た若い女性も
たくさん見られます。
まさに日本ならではの夏の風物詩といえます。
昨年の花火大会の打ち上げ数ランキングの 1 位は毎
年８月 15 日に開催される諏訪湖湖上花火で約 40,000
発の花火が打ち上げられると言います。
また、観客動員数１位は福岡のわっしょい百万花火で、
３日間で約 153 万人が来るそうです。
ちなみに愛知県での人気１位は豊田おいでん祭りで約
36 万人の観客数だそうで２位に毎年海の日に行われる
名古屋みなと祭りが入り、やはり約 36 万人を動員し約
3,000 発の花火が打ち上げられています。
このように日本人は本当に花火が好きなんですね。
ところで、この花火の原材料には銅やアルミ、チタン
などの金属の粒子などで作られているのをご存じでし
ょうか？
夜空に輝くその美しさはこれらの金属元素の力の結晶
なんです。
花火の色を決めるのはナトリウム、バリウム、ストロン
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チウム、銅といった金属元素で、それぞれ燃える
と黄、緑、赤、青の炎を放ちます。
この炎色反応を組み合わせることで様々な色彩や
色の濃淡を作り出すのです。
さらに、きらきら輝いたり明滅したりと色以外の
効果を生み出すための金属元素としてアルミやマ
グネシウム、チタンも使われています。
アルミとマグネシウムは銀色に、チタンは金色に
輝くといいます。
一瞬のまばゆいきらめきも、ゆっくりとはかな
く散る光もこうした元素の配合次第です。
アルミとマグネシウムの配合に工夫を凝らし、銀
色の点滅が最後に消えるタイミングをそろえると
いった精緻な技のたまものなんですね。
花火は今や見た目に美しいだけでなく、打ち上
げた後に燃え尽きずに落下してしまうゴミを減ら
すために、ロケットで培われた技術も取り入れら
れているのです。
夏の夜を彩る花火を見る機会がありましたら、
今日の話を思い出して頂き、その迫力と美しさに
見とれるだけでなく、それを演出する金属の力や
最新技術にふと思いを馳せてみて下さい。

ニコ BOX
新年度第 1 例会で役員・理事・委員就退任、年
間 100％出席達成・未達成、家庭集会・RAC 例会
欠席などご協力ありがとうございました。
(地区大会の PR に伺いました。よろしくお願いい
たします。ビジターフィー差額もいただきました)
地区大会実行委員長 江川 泰彦君
実行委員
星野 清久君
（名古屋清須ロータリークラブ）
(地区大会実行委員長江川君、実行委員の星野君よ
うこそお越し下さいました。PR よろしくお願いし
ます。松本君、小川君卓話よろしく！）芹澤会長
(本日は地区大会の PR にようこそいらっしゃいま
した。松本君、小川君、自己紹介楽しみにしてお
ります。次回例会でいい報告ができますよう、仙
台へ行って参ります)
長瀬幹事

1

(中井君、ありがとう)
中村君
(長らくご無沙汰しました)
深谷君
(本日はビーストの総会です。よろしくお願いします)
山川君
(小川君自己紹介楽しみです)
平松君
(今日は仕事の為、出席できず申し訳ございません。
松本君、小川君、がんばって下さい)
中井君
(松本君、小川君、今日の自己紹介がんばって下さい)
加藤(嗣)君
(松本君、小川君、今日の自己紹介がんばって下さい。
楽しみにしております)
河野君、寺西さん
田中君、橋本(美)さん
(本日は自己紹介をさせていただきます。宜しくお願
いします)
松本君、小川君
(ご夫人誕生祝)
沼野君
本日合計
累
計

42,100 円
660,100 円

長瀬 廣幸君
1．２週間後に控えました仙台復興支援事業につきま
して、本日当クラブのジャンパーをご用意してい
ただきましたので、お持ちでない方は受付で
お受け取りいただき、当日お持ちください。
2．同じく仙台復興支援事業につきまして、８／７に、
仙台レインボーＲＣの皆様立ち会いの下、無事に
当クラブからの寄贈品である草刈り機およびブ
ルーヒーター・燃料が搬入されましたので、報告
いたします。

幹事報告

2019～2020 年度第 2760 地区大会 PR
ホストクラブ 名古屋清須ロータリークラブ
地区大会実行委員長
地区大会実行委員

江川
星野

泰彦君
清久君

と き 11 月 9 日（土）10 日（日）
ところ ホテルナゴヤキャッスル
記念講演 講師 橋本 徹氏
〇当クラブは 11 月 15 日の例会を 10 日に変更して
登録します。多数のご参加をお願いいたします。
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卓話

「自己紹介」

松本

久君

1966 年 8 月 12 日生ま
れ 53 歳、血液型 A 型。
家族構成：妻、娘二人（23
歳、20 歳）
。家族は現在、
東京在住。
出生地：兵庫県川西市、そ
の後同県内西宮市、尼崎市
にて高校卒業まで過ごす。
名古屋の大学卒業後、そのまま名古屋で就職。
その後、独立し有限会社 OA ナイン設立。
趣味：野球・ゴルフ。
（野球）小学生時代、甲子園リトルリーグに在
籍し、春季関西大会優勝。決勝戦で元西武ライオ
ンの清原選手と対戦する。勝利投手に！中学生
時代、尼崎北シニアリーグに在籍し、全国大会優
勝。高校生時代、シニアリーグ全国制覇メンバー
の内、5 名が甲子園出場。2 年夏、市立尼崎高校、
3 年春、私立神港学園。私自身（県立尼崎北高校）
は甲子園を経験できず。
（ゴルフ）2019 年 4 月、日本スクランブルゴ
ルフ選手権ダブルス戦（ベストボール方式）参
加。本人達もビックリのトータル６６にて中部
予選 3 位通過。9 月北海道クラシックにて全国
決勝大会。2019 年 7 月、調子に乗って全日本ダ
ブルスゴルフ選手権（ベストスコア方式）に参
加。これまた本人達ビックリのトータル８６で
ブービーメーカーに！人間、謙虚さを失っては
いけないと改めて勉強させられる。身の丈に合
った行動を心がけます(-_-;)
（仕事）新卒で富士ゼロックス愛知株式会社
に入社。ここで中井さんと運命の出会いとなる。
マネージャーであった中井さんに、社会人とし
て・営業マンとしての心得を教えて頂く。ゼロッ
クス時代の経験が今の自分を支えてくれていま
す。
1995 年 3 月、有限会社 OA ナインを創業（名
東区八前）
。2000 年、株式会社日本オフィスオ
ートメーション（東京本社）と協業開始。
2010 年～2018 年、日本オフィスオートメー
ション代表取締役を務める。
（社員数 500 名）
2014 年バンコク（タイ）に現地法人設立。OA
機器レンタル事業展開。また、日本の陸上自衛隊
幹部学校へ留学に来るタイ人のホストファミリ
ーを務める。（現在も活動中）
2018 年 6 月、株式会社 OA ナイン代表復帰。
（日本オフィスオートメーション非常勤役員）
㈱OA ナイン：春日井市松河戸町 3－17－13
社屋は中井さん（株式会社中建）に建てて頂く。

2019 年 3 月、中井さんの勧めで入会させて頂い
た名古屋みなとロータリークラブ。少しでも多くの
事を学びたいと思っています。どうぞ宜しくお願い
申し上げます。

卓話

「自己紹介」

小川

晶露君

こんにちは。小川晶露と申
します。私は、松本さんとは
異なり、ゴルフは笑いを提供
するだけ、野球はファースト
フライが捕れない、という情
けない状況ですが、自己紹介
させて頂きます。
宜しくお願いいたします。
私は、父方も母方も実家は名古屋で、父が転勤族
だったため、生まれは横浜で、その後、松山、茨城、
大阪、浜松、金沢と移り住み、中学は名古屋の城山
中学と神丘中学の両方に通い、その後、東海高校に
進学しました（1990 年卒）。この高校は成績によっ
て A 群、B 群と分けるのですが、私は成績が下の B
群で、しかし、人生の中でも、最高に楽しい時間を
過ごさせて頂きました。
その後、中央大学に進学して狂ったように勉強
し、司法試験に合格した後、しばらく田舎で弁護士
をして、その後は、機会を得てロンドン大学院で２
年間、英国の法律事務所で１年間、過ごさせて頂き
ました。
そのため、私の弁護士業務も、英語を使用して、
日本企業の海外進出を法律家の立場でサポートす
ること（交渉、契約、拠点設立、企業買収、裁判等）
が特色ですが、他方で、一般民亊・家事案件、例え
ば、離婚・慰謝料・相続・遺産分割等のいわゆる「町
弁」業務もたくさん行っています。
大学の教員もしており、名古屋大学大学院では海
外留学生に対する英語講義、名古屋商科大学院では
経営者や企業法務の方を受講生とするビジネス・ロ
ー講義を担当しています。特殊株主（総会屋）が来
る模擬株主総会や模擬記者会見なども講義にあり
ます。
さて、前置きが長くなりましたが、本題といいま
すか、私の趣味はビオラ・フルート等の音楽演奏で
あり、現在、
『バロック・アンサンブル』という法律
家（弁護士・裁判官・検察官等）で構成されるアマ
チュア楽団に所属しています。しかしながら、もと
もと演奏技術がない上、特に、弁護士というのは自
己主張が強い人が多く、基本的に他人の言には耳を

貸しませんので、演奏してもお互いまったく音が
合わず、当然、指揮者なども全く見ていないので
あります。同じパートを弾いているのに、音はバ
ラバラで多重音に聴こえるため、「バラバラバロ
ック」
「バラックアンサンブル」等と揶揄されたり
します。
定期演奏会は、本年度で既に第 33 回を数えま
した。立派なものです。振り返るに、第１回目の
記念すべき定期演奏会の曲目は、団員はみんな
「下手っぴい」なので、誰でも弾ける簡単な曲で
ある『蛍の光』を選びました。しかし、本番でや
ってみると、やはり誰も全然合わないので、つい
に指揮者が指揮棒を振るのを止めたのですが、そ
もそも団員は誰も指揮者を見ておりませんので、
そのまま演奏だけは続いてしまい、遂に、指揮者
なしで最後まで演奏し切ってしまいました。そし
て、さらにショックだったのは、後でアンケート
を見たら、どうも、お客さんは誰も『蛍の光』だ
と分かっていなかったことです（ウソみたいなホ
ントの話です）
。こんな楽団ですが、宜しければ、
来年も「しらかわホール」で定期演奏会をします
ので、どうぞお運びくださいませ。
その他の趣味は、美味しい肴と辛口の日本酒を
堪能することでして、これがあれば人生幸せ一杯
です。また他にも、20 年落ちのポンコツ車、愛車
ソアラで遠出することです。先週末も紀伊半島の
最南端の串本町まで行ってきました。この他、家
族は妻が外国人なものですから、家の中では第三
言語で会話するのですが、この度、家庭の事情で、
写真掲載の許可が貰えませんでしたので、また次
の機会にということで、ご容赦くださいませ。
以上、ご清聴ありがとうございました。

“絆 in モンゴル”が開催されました。
7 月27・28 日の2 日間、モンゴルの首都
ウランバートルにて、米山学友による第2 回
世界大会“絆in モンゴル”（主催：モンゴル米
山学友会）が開催されました。
27 日午後、Corporate Hotel and Convention
Centre で開かれた式典には、世界 16 の国・
地域出身の学友、ロータリアン、家族など、
総勢548 人が登録。日本を含め、モンゴル以
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外からのゲストが383 人、モンゴル国内の学友や家
族、ロータリアン、来賓が165 人と、これまで以上
の盛大な会となりました。

来賓として、当会の齋藤直美理事長、小沢一彦名誉
理事長をはじめ常務理事、理事、評議員、ガバナー、
ガバナーエレクト、パストガバナーなど多くの日本の
ロータリー役員に加え、モンゴル国のダムディン・ツ
ォグトバータル外務大臣や高岡正人在モンゴル日本大
使も出席。オープニングに上映されたドキュメンタリ
ー映像と、最後にモンゴルの学友全員が登壇して披露
されたオリジナルソング「米山の絆」が会場を沸かせ
ました。この式典の様子は、当日のモンゴル国内のニ
ュース番組で報じられ、ロータリーと米山記念奨学事
業のＰＲにも繋がりました。
格調高い式典の後は、ダンスエリアをしつらえた華
やかなパーティールームに場所を移して懇親会がスタ
ート。モンゴルの有名な歌手も登場し、歌に合わせて
踊ったり、チャリティオークションで盛り上がり、再
会や新しい出会いを喜び合う参加者の笑顔と熱気が、
最後まで会場をヒートアップさせました。
翌28 日は、ウランバートル郊外のツーリストキャ
ンプで、今回のために特別にミニナーダム（遊牧祭体
験）が開催され、参加者は、モンゴル相撲や弓矢、馬
術など、モンゴルの伝統文化を堪能。広大な草原の解
放感の中、思い思いに楽しむ姿が見られました。
この2 日間の公式行事だけでなく、空港での出迎え
や移動、食事、観光を含めてモンゴル米山学友会が
が全面的にバックアップし、参加者の要望に応えて、
前夜祭や新モンゴル学園見学、ビジネスフォーラムな
ども企画。2 年前の第1 回“感謝 in 熊本”大会でバ
トンを受けた同学友会が、ジャンチブ・ガルバドラッ
ハ実行委員長、オイドブ・バトゲレル会長のリーダー
シップの下、メンバー全員の総力を挙げて、ゲストを
歓待するために奮闘してくれたことが十二分に伝わり
ました。
掲げたテーマの通り、国を越えた米山の“絆”の強
さ、温かさを皆で噛みしめ、学友の感謝の思いや活躍
を実感できた今回の素晴らしい大会について、『ロー
タリーの友』10 月号のよねやまだより「米山月間特
集」でも詳しくご報告します。どうぞお楽しみに！
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Partner’s Night
例会変更 18：00
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今後の例会予定
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港友例会

岡本 善博君のご尊父 善朗様が
８月１０日に逝去されました。
（満 98 歳）
謹んでお悔やみ申し上げます。

