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ロータリーは機会の扉を開く
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「奉仕の理想」

敬老例会
出席報告
会員 63 名中 出席 48 名

出席率

76.19％

会長挨拶
本日は、敬老例会です。新し
く、本日より名古屋みなとロ
ータリークラブ敬老の会に岩
佐さん・遠藤武夫さん・深谷さ
んの３名が加わりました。総
勢、１４名の敬老の会のメン
バーの皆さん、誠におめでと
うございます。７５歳過ぎて
も、８０歳過ぎても、８５歳過
ぎても、元気に自分の好きなこと、情熱を燃やせること
に目をらんらんと輝かせている先輩達を敬老の会メン
バーでなく「ヤングシニアロータリアン」と今日から敬
意もって呼びたいと思います。その一方で、もうすぐ６
５歳の私。もう遅すぎると、人生あきらめモードに突
入。人生に希望を持てず、ただ悶々と毎日を過ごしてい
ます。「時間はある。でもいくところもやることもな
い」、
、、と。普段何をしているかといえば。食べて、飲
んで、テレビを観る生活の繰り返し。そんな生活を送っ
ていれば心も萎えてきますし、体も動かさないのでど
んどん老化が進みます。そのうち体が動かなくなり、
どこにも出かけられなくなる。人生最後の唯一の楽し
みは、近所のなじみの店でご飯を食べること。心のどこ
かで浮かんでいます。こんなはずじゃなかった・・・・。
コロナ太りで１００キログラム越した私。体が寝てい
てもきつくなった時に風邪をひきました。
一週間たっても熱がひかない７月３０日の朝、その日
は前年度の理事・役員・委員長の打ち上げの日でした。
体温３７度以上ある人は来ないでくださいと前年度幹
事が通告してたので私としては、一応幹事に報告しよ
う。まさか、来るなとは言わないだろうと長瀬直前幹事
に電話したら「明日があるから、来ないでください」
「大
丈夫だけど」
「だめです」
「わかりました」 幹事という

R.I．会長 ホルガー・クナーク

のは、大変だなと感じつつ、夜、熱を計ったら、それ
以上にあがり翌日病院へ行きました。体重が久しぶ
りに、９８キロと痩せて変なところで喜びました。し
かし、その日の例会は休みました。その日の例会は
「緩和ケア」の話が聞きたいと河野先生に無理を言
って頼んだ卓話でした。いきなりの例会、欠席今更で
すが申し訳ありませんでした。田島副会長にも、始ま
りそうそうご迷惑をおかけしました。例会、終わった
頃に野崎君から「今日の卓話よかったぞ」と電話もら
い一瞬、こいついい奴だなと思いました。
「田島副会
長も、さすが立派な会長代行挨拶してたぞ。」「どん
な、挨拶してた」と、野崎君に聞いたら「デブは、コ
ロナにならないと言っていた」と・・・・・愛すべき
同級生のお話しでした。
さて、私もヤングシニアロータリアンをめざして最
近、一時間歩いていました。４日目の事です。また、
０，１ｔに戻ってしまいやめました。今日、このヤン
グシニアロータリアンのお祝いの、良き例会の日に
私は皆に誓います。自分の情熱を持てることを見つ
け、充実した人生を送ります。そして、１４名のヤン
グシニアロータリアンの後に続きます。最後に一冊
の本を紹介させてください。２００１年の今日、９月
１１日アメリカで同時多発テロが起きました。その
後に世界中に配信された、ひとつの詩です。一部、読
ませてください。
「最後だとわかっていたなら」 ノ
ーマ コネット マレック作 サンクチュアリ出版
あなたが眠りにつくのを見る
のが最後だとわかっていたら
わたしは、もっとちゃんとカ
バーをかけて神様にその魂を
守ってくださるように祈った
だろう・・・・・
そして わたしたちは
忘れないようにしたい
若い人にも 年老いた人にも 明日は誰にも約束さ
れていないのだということを 愛する人を抱きしめ
られるのは 今日が最後になるかもしれないこと
を・・・・・
「ごめんね」や「許してね」や「ありが
とう」や「気にしないで」を伝える時を持とう そう
すれば もし明日が来ないとしても あなたは今日
を後悔しないだろうから
以上です。今日の例会楽しんでください。
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表 彰
ゴルフ会優勝

中井

規博君

9 月 9 日（水） 名古屋ゴルフ倶楽部
才本

清継君

(山川先輩、先日はお世話になりありがとうござ
いました。河野先生お世話になりました。ありが
とうございました。先日の家庭集会 A の参加者
皆様お疲れさまでした)
藤原君
(本日は敬老例会です。お祝いの言葉を述べさせ
ていただきます)
神谷君
(先日は弊社 25 周年記念ビリギャル講演会にご
参加頂きありがとうございました)
松本君
(敬老の日を迎えられおめでとうございます)
大平君
本日合計
累
計

ニコ BOX
(敬老会の皆さん、おめでとうございます。又、
新人敬老メンバーの人、これからも末永くよろし
くお願いします)
髙田会長
(敬老会員の皆様、本日はおめでとうございま
す。A グループの家庭集会、盛会にて開催できま
した。参加の皆様ありがとうございます)
村田幹事
(敬老例会、お祝いありがとうございます)
山田（胖）君
(敬老祝いありがとうございます)
酒井君
(敬老例会お祝いいただきありがとうございます)
中村君
(ゴルフ会途中リタイヤして皆様にご迷惑をお掛
けしました)
杉江君
(敬老祝いありがとうございます。15 日に旬果展
を行います。皆さんおいしいものを食べましょう)
早瀬君
(敬老例会、お祝いありがとうございます)
野村君
(敬老例会、初加入です。お祝いいただきありが
とうございます)
岩佐君
(敬老会、お祝いありがとうございます)
山田（豊）君
(今年から敬老例会に参加します。よろしく)
遠藤（武）君
(本日は敬老のお祝いをしていただきます。皆様
有り難うございます)
平松君
(メンバーの菅さん、栢森さん、加藤しろうさんに
恵まれて優勝できました。ありがとうございまし
た)
中井君
(本日は敬老例会、誠におめでとうございます。先
輩のお元気な姿に元気をいただきました) 長瀬君
(本日の例会と誕生日が重なりました。今日から敬
老パスが使えます。高齢者を大切にしましょう)
野崎君
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63,000 円
888,000 円

村田

幹事報告

誠一君

①ローターアクトの件ですが、８月例会が zoom に
なるなど開催方法が多様となっています。参加可能
な名古屋中央ＲＡＣの例会案内を随時送付します
ので、今池ガスビルでの例会以外でもアクト例会参
加と致しますので積極的な参加をお願いします。も
ちろん zoom 例会も OK です。次回は 10/4 大須観
音での例会。10/10 地区行事 RAC1 グランプリの奉
仕活動が上小田井で行われます。岡部ガバナーも来
られますので 10/10 はぜひご参加下さい。
②次週のガバナー補佐訪問の件
例会前には懇談会が 11 時 30 分から開催されます。
会長・副会長・幹事・会長エレクト・副幹事が対象
です。例会でガバナー補佐の卓話後 13 時 40 分か
らクラブアッセンブリーとなります。対象者は理
事・役員・委員長・３年未満の新入会員となってお
ります。欠席の方は代理の方をお願いします。
当日はクラブ計画書を持参してください。
③次週はガバナー補佐訪問ですので、多数のメンバ
ーで迎えたいと思います。皆さんのご出席をお願い
します。
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お礼の言葉

第36代会長

中村

吉夫君

本日は、高齢者として敬老の
挨拶をさせて戴くこと誠に光
栄と幸せであります。又、今回
新しく私共の仲間になられた
方々、心から歓迎致します。こ
れから皆さん誰しもが歩む終
焉街道の心得えを少しばかり
お話しをしましょう。覚えて
いて損はないと思います。

お祝いの言葉

親睦活動委員

神谷 親宏君

僭越ではございますが、会員
を代表しまして「お祝いの言
葉」をのべさせていただきま
す。まず、本日ここにお集りの
大先輩の皆様が、コロナの渦
中ではありますが、お元気に
この敬老例会を迎えられたこ
とを心からお祝い申し上げま
す。さて、現在の敬老の日は
1954 年（昭和 29 年）に「としよりの日」として設け
られたのが始まりです。この呼び方に各界から異議が
起こり「老人の日」となり、そして 1966 年（昭和 41
年）に現在の「敬老の日」と改められ、国民の祝日とな
ったものです。
「敬老の日」という名称はとても良いも
のだと思います。
「国民の祝日に関する法律」にはこの
ように書かれています。
「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し長寿
を祝う」少し言葉を変えさせていただくと
「多年にわたり名古屋みなとロータリーの活動にご尽
力くださり、社会に奉仕してこられた大先輩方を敬愛
し長寿を祝う」となります。まさにそのとおりであり、
今日の歴史と伝統のある名古屋みなとロータリークラ
ブを築きあげてこられたのは、他ならない大先輩の皆
様方です。あらためて心から感謝申し上げます。
そして、いついつまでも壮健で、末永く、私達後輩にご
指導いただけますようお願い申し上げます。最後に、大
先輩の皆様方のより一層の発展とご健勝そしてご活躍
を祈念いたしまして私からのお祝いの言葉とさせてい
ただきます。
本日は、誠におめでとうございます。

①年をとったら、でしゃばらず、憎まれ口に泣き言に、
人のかげぐちや愚痴を言わず、他人の事を誉めなさい。
知っていることでも知らんふり、いつでもアホでいる
こと。
②若い人に勝ったらあかん。いつも負けること。いずれ
お世話になる身、若い者には花を持たせ、一歩下がって
譲るのが円満にいくコツです。いつも感謝を忘れずに、
どんな時でもありがとう。
③お金の欲を捨てなさい。なんぼ銭があっても、死んだ
ら持ってはいけない。あの人は好い人だった、人から言
われるように、生きているうちに、ばらまいて山ほど徳
を積みなさい。
④それは表向き、本当は銭を離さずに死ぬまでしっか
りと持って、人にケチだと言われても、お金があるから
大事にしてくれる、みんな、お世辞を言ってる。これは
一番大事。
⑤仏心もよいけれど、過ぎると後で後悔する。死ぬまで
銭は離さずに、身辺整理はボケないうちに処理をする。
特別にお世話になった人にはお布施を忘れない。
人の終焉で、これだけ覚えておれば失敗はないと思い
ます。〆は、皆さんは声を出さずに口パクで、
「敬老の日とかけて、冥途の一里塚ととく、
その心は、うれしくもあり、かなしくもあり」
以上、敬老祝いのお礼の言葉とします。

名古屋中央ローターアクトクラブ例会報告
名古屋中央ローターアクトクラブ
幹事

都築 瑠衣さん

先日行われたロータリークラブとの共同事業プレゼ
ン大会「RAC-1 グランプリ」にて当クラブがグラン
プリをいただきました。これもひとえにロータリー
の皆様による日頃のご支援のお陰でございます。心
より感謝申し上げます。
１０月１０日の実行に向けて、高村さまをはじめ名
古屋みなとロータリークラブの皆様に甚大なお力添
えをいただき、計画を進行しております。当日は上小
田井周辺にて植樹を行う予定です。こちらもぜひ、奮
ってご参加ください。クラブ一同心よりお待ち申し
上げます。
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通常の活動につきまして、コロナウイルス感染の再
拡大を考慮して８月は活動を自粛しておりました
が、９月はオンラインでの例会から活動を再開しま
した。第１例会のテーマはずばり『お家時間』という
ことで、zoom を利用して参加者それぞれが自宅か
らオンラインで集まり、自分の『お家時間』の過ごし
方のプレゼンを行いました。
サブスクリプションサービスを利用して漫画や映像
などのコンテンツを楽しんだり、自宅で筋トレやエ
クササイズに励んだり、資格を取ったりとさまざま
な過ごし方を共有することができ、多様なメンバー
が集うアクトの例会ならではの時間になったと感じ
ます。また今回はオンラインでの例会だったことも
あり、他クラブのアクターにもビジターとしてご参
加いただきました。中には東京在住のアクターもお
り、遠方でも自宅から気軽に参加できるという点は、
オンライン例会の大きな魅力とも感じました。
次回の活動は１０月４日（日）の４クラブ合同例会を
予定しております。大須周辺で清掃活動を行う予定
ですので、ぜひご参加ください。

の講演はとても良かったです。学びは大事であると
実感させられました。
」
「久しぶりに良い話が聞けて、
感動しました。
」ほか多数。当日は私がドタバタして
おり、何のおもてなしも出来ず、申し訳ありませんで
した。これからも３０年５０年と続く会社でありた
いと思います。宜しくお願い致します。
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弊社 25 周年記念講演会報告

松本

23
30

休会（3/14 に例会変更）
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休会

9

久君

弊社 25 周年記念講演会を 9 月 5 日（土）14:00～
16:00 伏見プラザ鯱城ホールにて講師に映画「ビリ
ギャル」主人公ご本人をお招きして開催致しました。
ご本人（さやかさん）とは、彼女が小学生の頃から現
在まで家族ぐるみでお付き合いをさせて頂いている
間柄です。名古屋みなとロータリークラブからも高
田会長・村田幹事他、たくさんの方々にご出席いただ
き、本当にありがとうございました。コロナ過の中、
案内活動もごく一部に限定しており、直前まで開催
か延期かを迷っていました。
当日会場では、サーマルカメラでの検温、消毒液、マ
スク着用、フェイスシールド（眼鏡タイプ）の配布を
させて頂きました。また、席数も最前列から 4 列ま
で使用不可とし、5 列目から奇数列のみ使用。左右は
２席飛ばしての使用としました。結果、７８０席収容
に対して約１００席に限定させて頂きました。そし
て、講演中は全ての出入り口をオープンにして換気
にも気を配りながらの開催でした。参加者からの御
礼のメールを一部ご紹介させて頂きます。「講演会
後、家族で話しながら娘には子育ての採点をされて
しまいました。良い刺激を受けました。」
「ビリギャル
の講演はとても良かったです。学びは大事であると
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実感させられました。
」
「久しぶりに良い話が聞けて、
感動しました。
」ほか多数。当日は私がドタバタして
おり、何のおもてなしも出来ず、申し訳ありませんで
した。これからも３０年５０年と続く会社でありた

ガバナー補佐訪問
17F「コスモス」
休会
卓話「コロナに負けない！
眠れるカラダのつくり方」
一般社団法人日本快眠協会代表理事
今枝 昌子さん
17F「コスモス」
卓話「スマホがなければ生活が成り
立たない中国」
名古屋大学人文学研究科博士後期
課程１年生
冀 媛媛さん
17F「コスモス」
ガバナー公式訪問
16F「アゼリア」
休会
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今後の例会予定

21

13

11
20

27

卓話「末期がんからの復活爆笑スト
ーリー」
元気アカデミー代表プロデューサー
加藤 由香さん
17F「コスモス」
卓話「ロータリー財団プログラムに
ついて」～財団は、ロータリーの財産
です～
資金推進委員会 副委員長
佐野 彰彦君
17F「コスモス」
休会

◆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。

