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ロータリーは機会の扉を開く

第 2581 回例会 №5

2020 年(令和 2 年)8 月 7 日(金) くもり
「君が代」
「奉仕の理想」

出席報告
会員 63 名中 出席 41 名 出席率 65.07％
〇ゲスト
米山奨学生
冀 媛媛さん
〇スピーカー
寺西 高子さん、髙村 芳行君
大平 剛君
〇ビジター 東京紀尾井町 RC
目代 純平君

会長挨拶
皆さんこんにちは。一か月、会
長としてロータリーライフを
過ごし、私が今、最も大事にし
ていることがあります。
それは、
「考え方の理解と共有
そして情報の共有と提供」で
す。いかにしてメンバーとチ
ームになれるか日々考えてま
す。さて、本日は会員増強・
職業分類委員長の寺西さん、会員選考委員長の高村君
から「会員増強と会員選考について」
、新入会員の大平
君には「新人自己紹介」の卓話を頂きます。その前に、
二つのお話しをさせてください。
１.ノミの話
３０センチの高さを跳ぶノミを高さ１０センチのビン
にいれます。フタをしてしばらく様子を観ると、ノミは
１分ほど、フタにぶつかります。しかしそのうち、ノミ
はフタにぶつからないギリギリの高さしか跳ばなくな
ります。そして、フタをはずし、ノミを外にだしてあげ
ます。外にでたノミはどのくらい高く跳ぶのか？
残念ながら、そのノミは１０センチ以上跳びません。
３０センチ跳ぶ力を持っているのに・・・。たった、１
分、跳べない経験をしただけで、ノミは跳べなくなりま
す。人間もノミと一緒だそうです。
「どうせ俺には無理
だ」本当はもっともっと高く跳べるのに・・・。では、
どうしたらもとの高さまでに跳ぶことが出来るように
なるのでしょうか？それは、
「仲間」です。３０センチ
跳んでいる仲間のノミをそばに近づけてあげる。そう
すると、仲間の跳んでいる姿を観て、跳べなかったノミ
が跳ぶことを思い出し、跳べるようになるのです。

R.I．会長 ホルガー・クナーク

人間も一緒です。人生を変えるには、
「人に会うこと」
です。高く跳んでる人に会うことです。そのために
は、会う努力をすることです。
ロータリーの増強に通じるものが、あります。
２.ウサギとカメの話
ウサギが負けて、カメが勝つ話です。これは、走る前
から勝敗は決まっていました。なぜ？ウサギとカメ
は見るところが違っていた。
ウサギは、ゴールではなく、相手ばかり見ていた。カ
メは目指すゴールをしっかり見ていた。
どこを見るかで、結果が変わる。どこを見るかで人生
が変わる。ぜひ、視点を変えてみましょう。
本日、卓話して頂く二つ委員会だけでの増強・会員選
考では、ありません。メンバーの皆さん、チームとな
り会員増強に、ご協力願います。最後に一冊の本を紹
介させてください。
「人生（時）の時間銀行」発行
ニッポン放送 発売 扶桑社
著者 吉田 浩
監修 小倉 淳
「私たちは、生まれると同時、
底のない砂時計を受け取りま
す。ひっくり返したとたん、砂
はどんどん落ちていきます。
それが、人生のスタートです。」
序章は、こんな綺麗な音色ではじまります。途中、私
がアレっと思ったところを抜粋します。
「時間の使い方のへたな人は、よく＜時間泥棒＞に
なります。」
「忙しいときにかぎって、どうでもいい電
話をかけてきます。」と、
・・・
本日も、良い例会を お過ごしください。
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表

2０カ年皆出席

彰

ゴルフ会優勝

水谷

隆君

芹澤

謙一君

8 月 5 日（水）藤岡カントリークラブ

奨学金授与・近況報告
米山奨学生

冀

媛媛さん

8 月の誕生日祝福
3 日 岩佐君夫人、5 日 市野君夫人、
7 日 岡田君、8 日 渡辺君、
10 日 沼野君夫人、11 日 小野田君、
12 日 松本君、15 日 三枝樹君夫人、
栢森君夫人、18 日 山田（章）君、
22 日 加藤（嗣）君夫人、23 日 沼野君、
高山君夫人、25 日 山田（幸）君
30 日 菅君夫人、31 日 小倉君夫人

8 月の結婚記念日祝福
8 日 中村君、22 日 加藤(嗣)君、
23 日 久留宮君

ニコ BOX

芹澤会長杯取切戦優勝者
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梅田

武久君

(先週は、すみませんでした。もう復活です。本
日、寺西、髙村委員長そして、大平君自己紹介よ
ろしくお願いします。市野財団委員長 7 月ポール
ハリスフェロー、ベネファクター目標達成ありが
とうございます)
髙田会長
(本日は会員増強の卓話です。会員の皆さんご協
力をお願いします。大平君、自己紹介楽しみにし
ています)
村田幹事
(今年度最初のゴルフ会例会にて優勝させて頂き
ました。暑かった！！同伴メンバー各位ありがと
う)
芹澤君
(杉江様にお世話になりました)
酒井君
(緊急事態宣言、皆様ご注意ください)
梅田君
(先日は、岡本さんに御世話になりました) 菅君
(河野先生色々とお世話になりありがとうござい
ました。この前のゴルフコンペで加藤昌哉師匠に
教えて頂きブービー賞とニアピンがとれました。
加藤先生ありがとうございました。又、夜は中井
君と松本君にキャディさんのくどき方を教えて頂
き勉強になりました。ありがとうございました)
藤原君

(ポールハリスフェロー、ベネファクター目標達
成しました。ご協力ありがとうございました)
市野君
(先日ゴルフ会コンペで準優勝いただきました。
おつかれさまでした)
加藤（昌）君
(本日は自己紹介の時間を頂きありがとうござい
ます)
大平君
本日合計
累
計

43,000 円
794,000 円

福岡・長崎・佐賀豪雨災害義援金
皆さまよりお寄せいただいた義援金が総額
28,000 円となりましたことをご報告させてい
ただきます。義援金は、ガバナー事務所が取りま
とめ、被災地区へお届け致します。
皆さまの温かいご支援、ご協力に感謝申し上げる
とともに、被災地の一日も早い復興を心よりお祈
り申し上げます。

幹事報告

村田 誠一君

①８月の RI レート １ドル １０５円です。
②8/21・8/28 例会開催の件
コロナ感染が広がっており、当地区でも 8 月の例会
中止のクラブが増えてきました。当クラブは本日例
会終了後の理事会にて 8/21・8/28 の開催の是非を
正式に決定します。終了後メール・FAX 等でお知ら
せいたします。また HP のトップページに記載いた
しますのでご確認のほど宜しくお願いします。
③ メーキャップの件
それに伴いまして前回の例会でメーキャップの件
で質問がありましたのでお知らせいたします。２０
１９年の規定審議会でメーキャップは年度内中に
行えば良いことになりましたが当クラブは従来通
り前後２週間でメーキャップを行うことになって
いました。前年度コロナの影響を受けている間は年
度内にメーキャップをすればよいことに変更され
ました。今年度もコロナ禍に変わりはありませんの
で年度内のメーキャップで大丈夫です。なお休会に
なった場合はメーキャップの必要はありません。
④ ローターアクト例会中止の件
8/19 開催予定でした名古屋中央 RAC の例会ですが
コロナ感染の影響により中止となりました。対象の
会員さんにおきましては後日開催の例会を案内さ
せて頂きます。宜しくお願いします。
⑤記念切手発行の件
日本のロータリー100 周年記念切手が発行されま
す。9/18 が発効日です。詳しくは後ろの掲示版にプ
リントがありますのでご確認下さい。
⑤ 本日例会終了後、第 2 回理事会を開催いたしま
す。対象の方は「楠」の間までお集まりください。

卓話 「会員増強について」

会員増強・職業分類委員長

寺西

高子さん

今年度会員増強委員長を命ぜ
られました寺西です。よろし
くお願いします。昨年芹沢会
長より、増強委員会を下支え
する“増強８０”というチーム
を作っていただきました。こ
れは、このみなとロータリー
クラブにふさわしい方を入会
していただくことを前提に、
５年後の６０周年までに
「８０名」の会員を増強し、更なるクラブの活性化に
つなげることを目標にしております。“増強 80”のチ
ームメンバーは、当該年度の会長、幹事、久留宮さん、
加藤昌哉さん、藤掛さん、と私がリーダーを務めさせ
ていただきます。
【チーム“増強８０”の役割】
①家庭集会に積極的に参加する。
会員企業を訪問し候補者選出の協力を要請する
②候補者を選出しリストアップする。
③候補者の意思・状況を事前に調査する。
④ふさわしいと思われる候補者を会員増強委員会に
推薦する。
⑤上記過程を記録し、情報を共有する。
【会員増強委員会の役割】
①増強委員会は、“増強 80“からの候補者の情報を収
集する。
②候補者の意思確認（書類提出）後、選考委員会に繋
げる。
③入会までのプロセスを記録し、情報を共有する。
④会員勧奨のための資料をつくる。
現在コロナ禍で訪問ができない状況ではあります
が、一人でも多くの方から情報をお聞かせ願いたい
と思っております。よろしくお願いします。
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卓話 「会員選考について」

会員選考委員長

髙村

芳行君

会員選考委員長の髙村です。
会員選考委員長でありなが
ら、こんな事をいうのはなん
ですが、私は入会当初より“誰
でもいいから入会をしてもら
う”という考えは一切持って
おりません。又、“入会してく
れてありがとう”では無く、入
会出来て良かったねおめでと
う”と言えるロータリークラ
ブであって欲しいと願っております。人格、品格を兼
ね備えた方だけに入会して頂く、狭き門で一向に構
わないと思っています。
しかしながら今この現状を見た時、とにかく数を増
やす事、会員を増やすだけの方向に走っているキラ
イがあると思います。
そして、それが仕方の無い事であるならば、入会をし
た方への教育、研修こそが最も重要ではないでしょ
うか。入会しメンバーとなった方が、真のロータリア
ンになる為に努力をして頂く、又そうなって頂かな
ければ選考委員会自体の存在意味が無くなってしま
うと思います。
会員増強委員会、研修委員会そして、クラブ戦略委員
会とも協力、連帯をしながらこの１年、お飾りでない
本来の会員選考委員会委員長としての責任を果たし
ていければと思っています。

卓話

「自己紹介」

大平 剛君
自己紹介の機会をいただきま
したが、メインの内容に至る
前に時間切れとなり申し訳ご
ざいませんでした。この文章
上で補足して記させていただ
きます。私は現在 62 才にな
り、妻と同居、娘は東京にて夫
と一歳になる孫娘と暮らして
います。私の経歴の後半は、脱
サラ後、32 才で起業、個人事

業を開始、ハイパーツールズ（株）を設立し IT 機器
の台湾/中国からの輸入卸売業を約 27 年間営み、13
人程の人員で約 5 億円の売上でした。60 才の時、自
社を M&A の形で東京の会社に売却し事業承継しま
した。周りに経験した経営者が誰も見つからず相談
もできず苦労しました。また、その 2 年程前から妻
がネイルサロン業界にご縁をいただき起業を希望し
たので出資し、社の取締役となりました。ネイル 2
店、マツエク 1 店を運営し、私は時々IT 系のサポー
トをしています。また、以前より不動産賃貸、投資信
託、日本株配当、外貨預金などにより収入を確保して
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きたことも、事業に執着する必要性が低下していっ
た要因でもあります。最近は米国株、ETF、米ドル社
債など低リスク長期資産運用の割合も少しづつ増や
しています。デイトレード、FX、仮想通貨の類には
全く関心もありません。ところで、台湾には仕事の関
係もあり 20 年以上に渡り 60 回以上は行っており、
仕事でお世話になったことも含め様々な面で大好き
です。スポーツはテニス、スキューバダイビングを少
し囓りましたが、50 才前から始めたゴルフが今はメ
インです。どれも一向に上達しませんが心身の健康
のためにも続けたいです。名古屋みなと RC の皆さ
んは仕事ぶりも人間性も素晴らしい方ばかりですの
で、お付き合いいただけることを感謝し楽しみにし
ております。

第２回理事会議事録
とき
8 月 7 日（金）13：30～
ところ 名古屋マリオットアソシアホテル
17 階「楠」
出席者 髙田、栢森、田島、芹澤、棚橋、野崎、藤原、
市野、加藤（茂）、杉江、村田 11 名（敬称略）
①協議事項
１．家庭集会とアクト例会ついて
会合が中止になった場合は参加当番の会員は年度末のニ
コボックスの課金はされないものとする。
２. 名古屋みなと RC 歌「セイリング」について
前年度作成されたクラブ歌であるのでロータリーソング
と同様輪番にて例会開始時に歌う事とする。
②審議事項
１．大平君の職業分類を美容業に変更する件 承認
２．例会の取りやめについて 8/21 8/28 承認
９月からの例会開催の是非は会長・副会長・直前会長・
幹事の４名で決定。
３．田島君の出席免除について
要件を満たしており承認
③報告事項
１．西名古屋養護学校への奉仕活動
予算２０万円中１５万円ほどフェイスガードとアルコル
ー消毒液を寄付。
２．国際奉仕事業の経過報告
７月に仮払いを実施。１２５万円を送金
④ その他
１．ガバナー補佐訪問・ガバナー訪問について
ガバナー補佐訪問はコロナの影響で開催方法の問い合わ
せがあり。通常通り面談方式で歓談会とクラブアッセン
ブリーを行う。ガバナー訪問につきましては３クラブ合
同ではなく、蜜を避けるため単独開催。10/20・10/21 で
調整中。
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卓話 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
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