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会長挨拶
皆さん、こんにちは。本来、今
日はパートナーズナイトでし
た。親睦委員会の沼野委員長
が親睦委員と共に配偶者を一
杯、饗宴してくれるはずでし
た。その日は、１２月まで少し
そうこう

延期です。今日は、
「糟糠の妻」
のお話しと、１５年前のウイ
ークリーに素晴らしい記事を
見つけましたのでウイークリー投稿者に投稿者＝卓話
者が、特定できないようにしてくれれば会長挨拶に使

っていいと許可を得ましたので後ほどご紹介いたしま
す。そして、本日はもう一本 お話しさせてください。
そうこう

まず、
「糟糠の妻」とは、こんな意味です。
「貧しいとき
そうこう

から一緒に苦労を重ねてきた妻。
「糟糠」は、酒かすと

R.I．会長 ホルガー・クナーク

そして、現代の携帯電話時代。現代ほど不倫しやすい
環境はないそうです。もっとも、名古屋みなとロータ
リークラブのメンバーでは、そんな人はいませんが。
ゲス不倫のお話しより、私が見つけた新人ロータリ
アンの自己紹介にとても、さわやかなのがあります。
そちらを紹介したいと思います。以下・・
「私の妻は、結婚当初、とても綺麗で、やせていて
友人に見せて歩くのが私の自慢でした。しかし、不思
議なのは、当初、好きで好きでたまらなかった彼女で
すが、今の太った綺麗のおもかげもない彼女は、以前
より、もっといとおしく感じられます。夫婦は、不思
議なものです。
」と、彼は幸せをかみしめてお話しく
ださいました。ここまでは、パートナーズナイトよう
の、お話しです。
次は、
「１００の基本」松浦弥太郎のベーシックノー
ト：マガジンハウス。この本の半分は自分で作りま
す。私はこの本に私がであったお話し、私の経験を、
書留めました。まず、この本、１００の基本の９３。
私の、好きな個所を紹介します。
敗者になっても弱虫になるな。
「弱虫とは、他人に依
存して保護を受けなければ生きていけない人のこと
です。敗者は、どんなに失敗を繰り返したとしても、
自分の力で立ち直って、再び勝負を挑む勇気を持つ
人のこと。敗者にはチャンスはやってきますが、弱者
には未来はありません。
」

米ぬか。貧しい食事の形容。今日、ご紹介するのはひど
い話です。
そうこう

「糟糠 の妻はなぜすてられる

のか」プレジデント社・大西明

美著
早い話が、男は成功すると「下
積み時代を支えてくれたパー
トナー」を捨てて、「もっと
いい女」を選ぶということ。こ
の本は、読みやすく短編の物
語になってます。男女、どちら
が読んでも興味のある内容です。ぜひ、お買いになって
読んでみてください。いつの時代も不倫をしやすい年
齢は３０～４０代。
「人生５０年」と言われた織田信長
の時代も３０～４０代で愛人を作る武将が多かったそ
うです。昔の愛人との出会いは「ロスタイム」
。しかし、
現代寿命が長くなり「ロスタイム」ではなく、
「人生の
第二ステージ」になった、そうです。

最後に、私の書き込みより
「嫁は、怒るのが仕事。
俺は、嫁の涙を落とさせない。」
髙田 和裕
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幹事報告

村田

誠一君

①9/4 からの例会開催の件
コロナ感染もピークを越えたことから９月より例会
を開催いたします。皆様の出席をお願いします。
②家庭集会開催の件
例会開催に伴いまして家庭集会も開催いたします。A
グループが延期となっていますが９月４日に行いま
す。対象の皆様には案内済みです。
③ガバナー公式訪問単独開催に伴い開催日の変更
10/15 に３クラブ合同で開催予定でしたが名古屋み
なとＲＣ単独での開催となりました。それに伴い開
催日は１０月２１日に変更。例会場はマリオットホ
テルで行います。

親睦活動委員

橋本 美穂さん
以前宣伝させて頂いた「探偵
ナイトスクープ」。沢山の方々
にご覧いただき、ありがとう
ございました。
「“新感覚”とい
う言葉が言えない」という女
性からの依頼で、私が話し方
講師として言えるように矯正
する、という内容でした。何人
かの方から「本当に３０分で

治したの？！」と聞かれましたが、本当にその通り
で、ロケ当日は探偵の寛平ちゃんも「早く帰れるわ」
って喜んでいました。
最近、このように話し方の癖を治したい、スピーチ
を見てほしいというご依頼が多く、１ヵ月ほど前
は、私の夫が、自身が所属する中ＲＣで卓話をする
ということで、その構成から話し方まで指導しまし
た。スピーチを考える時のポイントは３つ。
①スピーチの本当の目的。
②誰に何を伝えたいのか。
③最後どのような印象を残したいのか。
夫の場合、タイトルは「五輪と競泳の歴史」という
固いものでしたが、“卓話の直後にみんなに声をかけ
てもらえるようにする”を主眼に構成、練習をしまし
た。こんなご依頼を受けたこともあります。岐阜県
恵那市で開催された市主催の新ビジネスモデル・プ
レゼン大会の決勝で絶対優勝したいという地元企
業の社長さん。この時は、出番と審査員のラインナ
ップを確認し、その審査員に響く表現と、印象に残
る最後の言葉を提案。見事優勝の報告をいただいた
ときは、自分のことのように嬉しかったです。この
他、結婚式のスピーチや、口下手な管理職の相談を
受けたりと、スピーチのコンサルをすることが多く
なりました。そして、現在手掛けているのは、“女性
社員教育”です。弊社は所属タレント、社員、すべて
女性です。社内の女性たちは相性が悪いと愚痴ばか
りで仕事が進みません。
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遡れば、ＯＬ時代もランチタイムになるとみんな上司
の悪口でした。他にも女性は面倒だと感じることが数
えきれないほどありました。２０年以上事業を続ける
中で、そんな女性の扱い方と女性の能力の伸ばし方を
試行錯誤してきました。そして行き着いたキーワード
が、女性は“輝いていたい”“認められたい”です。この欲
求をどのように満たしていくのか、そこがこの教育事
業の軸となっています。女性の私ですら大変な思いを
してきましたので、男性経営者、男性管理職が女性をマ
ネジメントするのは、とてつもなく大変なことです。で
も女性は真面目で能力は高い。その力を伸ばせる教育
こそ、今必要とされています。そんな企業様のお役に立
てるような研修プログラムを作成していきたいと思っ
ています。
まもなく新しいＷＥＢサイトも完成します。相談無料
も受け付けますので、もしも女性のマネジメントでお
困りのことがございましたら、ぜひお聞かせください。
ご夫婦のさらなる円満にも役立つかと思います(笑)
エンタメ業界に身を置く弊社はコロナの影響が直撃
し、４～６月は売り上げが９０％以上ダウンしました。
秋に決まっていた案件も、感染者が増える度にキャン
セルの連絡が入り、まだ先は見通せないのが現状です。
ＲＣを続けることも正直迷いましたが、高田会長が事
ことある毎に声をかけてくださったり、みなさんにも
大変親切にしていただき、もう少し頑張ってみようと
継続を決めました。例会や大会で出会った方々とも少
しずつ繋がりができ、次の事業へのステップにつなが
っています。感謝の気持ちを忘れずに新規事業を進め、
この先もみなさんとご一緒できるように頑張りたいと
思っております。例会が再開され、みなさまとも再会で
きますことを楽しみしております。今後ともどうぞよ
ろしくお願いいたします。

ＲＣとＲＡＣとの共同事業（10 月 10 日開催）の
ための企画プレゼン大会』参加報告
野崎

修君

令和２年 8 月 22 日（土）名古
屋芸術大学 東キャンバスで
行われました、“第１回
RAC-1 グランプリ 2020”に、
名古屋みなとロータリークラ
ブより地区ローターアクト委
員会委員の藤掛誠一郎君のも
と、高田会長・村田幹事・野崎
の 4 名で出席し、この大会に
参加してきました。今回は参加 14 ロータリークラ
ブがあり、9 つのローターアクトクラブ（内 2 つは
Online 参加）より “環境”をテーマに最優秀賞支
熱戦が繰り広げられました。
援金 30 万円を目指し、
各ローターアクトクラブとも自然環境・社会環境等
多方面から環境問題をとらえ、将来につながる良い
プレゼンテーションを見せていただきました。

栄えある最優秀賞には我々名古屋みなとロータリ
ークラブが提唱の“名古屋中央ローターアクトクラ
ブ”が輝きました。今日行われました様子は
YouTube で後日アップロードされますので皆様是
非ご覧ください。

インスタグラム
URL
https://www.instagram.com/nagoya.chuo45
ID n agoya.chuo45
別紙 「 おにぎりアクションプロジェクトとは 」
に昨年投稿された写真を添付しますので、参考にし
ていただけると幸いです。
募集期間：
2020 年 8 月 13 日～2020 年 9 月 30 日まで
当クラブメールアドレス：
nagoyachuo.rac@gmail.com
※写真の送付方法が不明の方は、
名古屋みなとロータリークラブ事務局宛に写真を
送付いただきますようお願いいたします。
office@portnagoya-rc.com

名古屋中央ローターアクトクラブ
45 周年事業へご協力のお願い

名古屋中央ローターアクトクラブ
会長 立石 道子さん
幹事 都築 瑠衣さん

日頃はローターアクト活動に深いご理解とご指導
を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、名古屋中央ローターアクトクラブは 1976 年
2 月に創立して以来、おかげさまで 45 周年を迎え
ることができました。これもひとえに皆様のご支
援、ご協力のおかげと感謝しております。
そこで、当クラブでは 45 周年事業として「おにぎ
りアクション 2020 」に参加いたします。
おにぎりアクションとは、10 月 16 日の世界食料デ
ーに合わせて開催しており、「日本の食で世界を変
える」をコンセプトに、日本の代表的な食べ物
「おにぎり」を通じて、アフリカおよびアジアの子
どもたちに温かな給食を届けるキャンペーンです。
つきましては、下記の通りご協力賜りたく存じま
す。ご多用のことと存じますが、何卒よろしくお願
い申し上げます。
記
参加方法：おにぎりが映った写真を下記当クラブメ
ールへお送りください。
お送りいただいた写真を当クラブ会員が名古屋中
央ローターアクトクラブ 45 周年事業用のインスタ
グラムへ投稿します。

◆おにぎりアクションプロジェクトとは
1. 概要
指定の期間内にハッシュタグ「 #onigiriaction 」を
つけて、おにぎりに関する投稿を SNS にアップす
ることで 1 投稿につき 5 食分の給食が、アジア・ア
フリカの子供たちに寄付されるというものです。
当クラブが 45 周年事業として行う理由は、
SNS に
アップするという身近な行動から社会奉仕ができ
る点、コロナ渦の中でも人と接触せずに行える点か
ら実施を決定ました。
2. 詳細
主 催 は 、 特 定 非 営 利 法 人 TABLE FOR TWO
international という、発展途上国の飢餓問題と
先進国の肥満問題の双方の解消に取り組む団体で
す。おにぎりアクションプロジェクトには、日産や
イオン、伊藤園等の企業がスポンサーとして参加し
ています。
（主催 URL：https://jp.tablefor2.org/about/）
3. 寄付内容・仕組み
専用タグをつけて投稿写真１枚あたり 100 円（給
食 5 食分）がスポンサーから寄付され、TABLE FOR
TWO を通して、アジア・アフリカの子供たちに給
食として届けられるという仕組みです。
4. 実績
2015 年からスタートして今年で 6 年目。2019 年
は約 29.5 万枚の投稿があり約 160 万食の給食が届
けられました。
（2019 年サイト URL：
https://onigiri action.com/）
5. 当クラブの目標
45 周年事業ということで、450 食（90 投稿）以上
をアジア・アフリカの子供たちに寄付を目指しま
す。
昨年度の投稿写真を添付しますのでご参考にして
ください。
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2 月 14 日、学友会を代表してカンボジアに向かっ
「コ
た陳 瑶直前会長（2012-14／四日市東ＲＣ）は、
ロナのため寄贈式の延期も考えたが、子どもたちの
期待にどうしても応えたかった。暗いニュースが多
いなか、少しでも心が温まる報告ができて嬉しい。
ロータリアンや学友会の皆さんへ子どもたちの笑
顔を届けたい」と、語ってくださいました。
なお、同学友会では同月、中国湖北省の総合病院へ
防護服 100 着と医療用マスク 1,000 枚のほか、義
援金を届ける活動もしています。
そのほかの記事は、ぜひ PDF 版をご覧ください。
http://www.rotaryyoneyama.or.jp/summary/pdf/highlight245_p
df.pdf
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今後の例会予定
休会
卓話

【今月のトピックス】
・寄付金速報 2020-21 年度のスタートは？
・カンボジアの子どもたちに読書習慣を
・2021 学年度奨学生の募集開始
《今月のピックアップ記事》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
カンボジアの子どもたちに読書習慣を
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第 2750 地区（東京都）米山学友会では今年 2 月、
カンボジアの子どもたちに本を読む習慣を身に付
けてほしいと、ミニ図書館や文房具、また、サッカ
ーボールなどスポーツ用品を小学校へ寄贈する奉
仕活動を行いました。首都プノンペンから車で 1 時
間ほど離れた村にある Sdau Kanlaeng 小学校。70
年以上の歴史があり、幼稚園生から小学校 6 年生ま
での約 900 人が通っています。校舎が老朽化し、子
どもたちは午前と午後の二部交替制で学ぶことを
余儀なくされています。
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名古屋市港防災センター
防災教育アドバイザー
近藤 ひろ子さん
17F「コスモス」
敬老例会
17F「コスモス」
ガバナー補佐訪問
17F「コスモス」
休会
卓話
17F「コスモス」
卓話
17F「コスモス」
ガバナー公式訪問
16F「アゼリア」

◆ガバナー公式訪問について
10/15 に予定しておりましたガバナー公式訪問
（名古屋名駅・丸の内・名古屋みなと合同例会）
ですが、10/21（水）に名古屋みなと単独で開催致
します。

