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ロータリーは機会の扉を開く

第 259１回例会 №1５
2020 年(令和 2 年)12 月１１日(金) 晴
「手に手つないで」

港友例会
出席報告
会員 63 名中 出席 43 名 出席率 68.25％
〇スピーカー
深谷友尋君、田島伸也君、杉江豊文君

会長挨拶
皆さん、こんにちは。今日は、
コロナ禍の新しい形の港友例
会という事で、いつもと違う
例会のスタイルです。
小池都知事の提唱している
「五つの小」
①会食は、少人数で
②小一時間で
③小声で
④お料理は小皿に分けて
⑤
小まめにマスク・換
⑤小まめにマスク・換気・消毒を
気・消毒を
そして、小池都知事から昨日出された新しい標語
そして、小池都知事から昨日
「ひきしめよう」を、意識した例会に幹事・親睦委員
出された新しい標語
長・ホテル担当と打ち合わせを行い本日の例会に臨ん
「ひきしめよう」
でいます。
を、意識した例会に幹事・親睦
委員長・ホテル担当と
ひ 引き続き「テレワーク」「時差出勤」を！
打ち合わせを行い本日の例会
き 基本を徹底！「マスク」「手洗い」「消毒」
に臨んでます。
し 食事を複数人でとる際は「マスクで会食」を！
め

面倒でも「こまめな換気」を！

よ

夜のお酒は少人数・短時間で！

う

ウイルスの感染予防に一緒に取り組みましょう

その中でも本日は楽しめる卓話者が３人出てきます。
名古屋みなとロータリークラブ３０年在籍の深谷君・
杉江君・田島君の同級生トリオのお話し楽しみにして
ください。３０年前を思い出してください。皆さん、
何をしていたでしょう。私は、JC で高村君と同じ委
員会で副委員長をしていました。彼は、いつも議案作
りに協力してくれました。さて、本日は、吉行淳之介
という作家のお話しをします。
世間では、
「色好みの作家」と思われてます。

会 長 髙田 和裕

幹 事 村田 誠一

広報･雑誌・会報委員長 久留宮 秀郎

R.I．会長 ホルガー・クナーク

実際そうなんですが、ダンデ
ィに遊郭を描写する男です。
そんな、彼のエッセイで「不作
法のすすめ」というのがあり
ます。このエッセイ集の中で
同じ作家の牧野信一の事を書
いてます。牧野信一は、かつて
些細な、しかし、どうにも恥ず
かしい出来事を思い出したと
きの心境を「キャットと叫ん
でろくろ首になる」と表現
でろくろ首になる」と表現したとあります。３０年前
したとあります。
の事のあることを思い出すと私は、今でも一日中ろく
ろ首になってます。今なら、もっとうまくできたの
に。
「あんた、初めて」と言われた事・・キャットと
叫んでろくろ首に今でもなります。今日の３人・３０
年生の先輩は、皆、昭和モダンを感じさせる紳士。
私みたいなことは、なかったと思います。ロータリー
の友情という事を入会時よく先輩達に聞きました。
ロータリーは親睦ということも、よく聞きました。
家庭集会で、よく先輩達に聞きました。
「たかが、ロータリー。されど、ロータリー。」
そんな、言葉を耳にする家庭集会が大好きです。とて
も、いい出会いの場」でした。来年で私もロータリー
歴１５年。もう、少し紳士になります。
最後に、あいだ みつをの言葉を紹介させてくださ
い。人との出会いの事を彼は言ってます。私の好きな
言葉です。
その時の出逢いが その人の人生の根底から
変えることがある
出逢いが人間を感動させ 感動が人間を動かす
人間を動かすものは むずかしい理論や理屈じゃない
人間を根底から変えてゆくもの
人間を本当に動かしてゆくもの
それは人と人との出逢い そのときの出逢い
人の世の幸せは 人と人とが会うことから始まる
よき出逢いを
本日も、例会楽しんでください。
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酒井 優君

ゴルフ会優勝

12 月 9 日（水）桑名カントリー倶楽部

幹事報告

村田 誠一君

①先週お伝えしましたが欠席の方も見えたと思い
ますのでもう一度お伝えします。コロナ禍における
例会につきまして、会長・幹事・理事・役員には例
会を開催する義務がありますので出来る限り例会
は開催致します。体調のすぐれない方やコロナ感染
に不安のある方はご自身の判断で欠席として下さ
い。当面の間欠席扱いには致しませんしメーキャッ
プの必要も不要と致します。前回 12/4 の例会より
この制度を適用とします。制度終了時には幹事報告
にてお知らせします。
②本日の港友例会につきまして
従来のような立食・バイキング方式の港友例会は開
催できません。形だけは残していきたいと思います
のでこの様なスタイルとなりました。本日は会員の
卓話を聞きながら食事をお召し上がりください。最
後にケーキとコーヒーもご用意しております。

歳末助け合い募金報告

③忘年家族会の中止について
12/17 に予定しておりました忘年家族会ですが中
止の案内をしております。12/18 に通常例会を開催
いたします。お酒は出ませんが食事を良くして今年
最後のお食事例会を行います。お土産としてクリス
マスケーキを用意いたします。例会の参加申し込み
があり、例会終了時に会場に見えることが条件とな
ります。くれぐれもご注意下さい。
１２月９日（水）髙田会長、村田幹事、棚橋社会奉仕
委員長が名古屋市役所へ出向き、名古屋市社会福祉協
会に「歳末助け合い募金」を贈呈いたしました。
感謝状をご披露いたします。今回で 27 回目累計
3,536,000 円となりました。皆様のご協力誠にありが
とうございました。

ニコ BOX
(3 人の 30 年生、卓話よろしくお願いします)
髙田会長
(今年度、初めての港友例会です。卓話者の皆様
宜しくお願いします)
村田幹事
(ゴルフ会優勝しました)
酒井君
(本日スピーチさせて頂きます)
深谷君
(本日卓話させて頂きます)
杉江君
(8 日の旬果展に沢山の方にお越し頂きました)
早瀬君
(先日は、髙田会長お世話になりました。あと半
年ちょっと頑張って下さい)
鈴木君
(河野さん、この度はお世話になります。タイト
な工程となり申し訳ありませんが、スタッフの皆
様にご迷惑をお掛けしないよう、誠心誠意努力し
てまいります)
中井君
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本日合計
累
計

21,000 円
1,198,000 円

④本日例会終了後、クラブ戦略委員会が開催されま
す。対象の方は「楠」の間までお集まり下さい。

卓話
「ロータリー活動での思い出」

深谷 友尋君

1990 年 7 月より名古屋みな
とロータリークラブの入会以
来、3 0 年を迎えることがで
きました。みなとクラブは古
き伝統を守り、新しきクラブ
活動の刷新を図り、先輩後輩
の差もなく、 フランクな活動
のできるクラブで、 実に居心
地の良いクラブです。小生は
ニコ BOX からクラブ活動に参
加、とても面白い寄付の集め
加、とても面白い寄付の集め方に勉強になるやら、感
方に勉強になるやら、感心す
心するやらで、とても良い経験を積むことが出来まし
るやらで、 とても良い経験を
た。その間諸先輩方より多くのいろいろなご指導をい
積むことが出来ました。その
ただき感謝に堪えません。ロータリーでの良い点は、
間諸先輩方より多くのいろい
まず、異業種の人との交流は小生の人生にとって掛替
ろなご指導をいただき感謝に
えのない友人との出会いでありました。多くのことを
堪えません。
学び、 研鑽を深めることもできました。特に「四つ
のテスト」は弊社の活動指針の一つとなり「言行はこ
れに照らして」を実践遂行しております。次に奉仕活
動には個人的限界がありますが、世界平和活動のよう
に多くの国々との奉仕、交流、親睦活動は国際ロータ
リーの特徴でもあります。「ロータリーの綱領」には
、実に職業奉仕を基に、国際理解のチャンスを育成し
ている点である。地区財団活動に参加させていただき
、学んだことは、広く世界の奉仕活動の中心的役割を
果たしている財源の源のロータリー財団の凄さにまた
また驚きました。ポリオ撲滅キャンペーン活動におい
ては、世界的に国際ロータリーは高い評価をいただき
ました。クラブ内活動は親睦委員長・クラブ幹事・ク
ラブ会長・ガバナー補佐・クラブ創立 50 周年とクラ
ブの皆様のお手伝いをさせていただきました。クラブ
会長の時には、杉江豊文幹事には、影の会長として奮
闘していただき、クラブ会則の見直しなど、これまで
にない改革を推進していただきました。また、西名古
屋分区ガバナー補佐をお受けした際には、岩佐分区幹
事、長瀬分区副幹事には、分区内 13 クラブを訪間す
るなど、ご協力に感謝いたします。長瀬副幹事には書
記と記録を担当していただきご苦労をおかけいたしま
した。今後のクラブ人材の育成に貢献できたのではな
いかと自負いたしております。最後にクラブ創立 50
周年記念事業には、杉江会長はじめ多くのクラブ員の
奉仕に支えられ成功裡に終えました。記念式典会場が
にっぽん丸船上であった為、にっぽん丸は前日グアム
島からの航行で港埠頭に朝到着準備の強行軍であり海
の天候によっては、到着も危ぶまれる難事業でありま
したが、これも杉江会長の采配のもと、みなとクラブ
の底力を存分に発揮していただき大成功に収めでき、
改めて杉江君をはじめクラブの諸氏に御礼申し上げま
す。特に年一度のクリスマス例会は我が家の楽しみな
行事になっており、今では我が家の孫たちの楽しみの
慣例行事の一つになっております。最後に、みなとク
ラブ会員諸氏のご健勝をご祈念申し上げ、杉江君、田
島君これからも嫌がらず、交流宜しくお願い致します
。 合掌

「ロータリー活動での思い出」

田島

伸也君

入会して 30 年経過しました。
そんな実感は全くありませ
ん。35 歳が 65 歳になったの
でそうなんですね。正に「光陰
矢の如く・・・」です。前期高
齢者で僅かながらの年金、敬
老パスなどいただき、
孫も 5 歳
になりました。まだ若いつも
りなのですが・・・。
さて、
「ロータリー活動の思い
感謝に堪えません。
出」ということですが、個人的には皆様に誇れるよう
な出来事はありません。クラブの企画にただ乗っかっ
ただけです。それで活動した気になっていたのでしょ
う。むしろ、それでいいんだろうと思います。みなと
ロータリークラブは素晴らしいクラブです。
今年度の RI のテーマ
「Rotary Opens Opportunities」
「ロータリーは機会
の扉を開く」は、色々なとらえ方があるのでしょうが
、僕は入会後多くの様々な方々との出会いがあり、た
くさんの事を学ぶ機会を得ました。まさに機会の扉が
開かれました。今の僕はみなとロータリーが作ってく
れたのかもしれません。作り直したい部分もあります
が・・・まだ暫くは皆様のお仲間でいたいと思ってお
ります。晩節を汚さぬよう努めますので、どうぞよろ
しくお願いします。在籍 30 年お世話になりました。
さらにお祝いありがとうございました。
「ロータリー活動での思い出」

杉江

豊文君

過日には名古屋みなとロータ
リークラブ３０年在籍表彰を
頂き会員皆様に感謝申し上げ
ます。私が入会させて頂きま
したのは１９９０年 25 代荒
木会長の時、カウンセラーは
「職業奉仕の鬼」関口宗男君
でした、会員数 122 名を擁し
ていました。丁度 40 歳を迎え
たばかりで若年ロータリアン
でありましたが、同時期に入会された田島君が 35 歳
でしたので救われました。当クラブの中では二人がブ
ービー・ブービーメーカーの時代が暫らく続き下積み
生活の辛さが身に沁み、早く退会することばかり考え
ていた時代でした。特に入会翌年２６代篠田会長の下
第 2760 地区 地区大会の当番ホストクラブとなりバ
ブリーな時代背景もあり大変豪華絢爛な地区大会が開
催され新参ロータリアンは夜な夜なリハーサル・打ち
合わせ等で振り回されたのが今となっては良い思い出
になっています。また、同時期に入会された深谷君は
４５歳と我々５歳違いの三羽カラスと好くも悪くも揶
揄されました。私の３０年間のロータリアン生活の中
その際には入会して間もない会員の方々が私の入会時3
の様に走り廻り協力して頂いたお陰で無事周年を終え
た事も思いで深い活動となりました。
何れにいたしても３０年間私を支えてくれたのは会員

でお二方なしでは語れません。特に深谷君は「真のロ
ータリアン」を目指し、私と田島君は遊び盛りでした
ので「不良ロータリアン」を満喫しておりました。
１５年間経過して深谷君が３９代会長時、幹事を拝命
して思っていた通り一年半振り回されましたが、後に
私が節目の５０代会長時には深谷君がまた５０周年実
行委員長を務め又コンビで活動する事が出来ました。
その際には入会して間もない会員の方々が私の入会時
の様に走り廻り協力して頂いたお陰で無事周年を終え
た事も思いで深い活動となりました。
何れにいたしても３０年間私を支えてくれたのは会員
皆様の「笑顔」でした。今後も幾久しくエンジョイロ
ータリーライフを過ごしたいと思います。

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、今池ガスビルにて 12 月第 1 例会を開催しまし
た。年内最後の例会ということで、この日のテーマは
『前期活動報告』
。各委員会の委員長より前期の活動
まとめが発表されました。今年はコロナウイルスの影
響でほとんどの活動が中止や延期、オンライン等に形
を変えての開催となり、予定外の場面が多くありまし
たがアクト歴が長いメンバーが多い名古屋中央 RAC
の特性を活かし、柔軟に対応できたと感じます。
Zoom を使用した例会など初めての試みも多くあり、
大変刺激になりました。また今年の大きな活動のひと
つである「緑の散歩道プロジェクト」は、髙村様をは
じめ名古屋みなと RC さまの多大なお力添えのお陰
で、無事に成功することができました。来年以降も、
クラブの活動として植えた樹の手入れ、緑化帯のケア
に取り組んでいく予定ですので、ぜひその際はお力を
お貸しいただければと思います。コロナウイルスの影
響で世界が大きく一変し、活動もイレギュラーの多い
年ではありましたがクラブで一丸となって 2020 年を
乗り越えることができました。2021 年も引き続き、
名古屋中央 RAC をよろしくお願い申し上げます。
名古屋みなと RC の皆さま、どうぞ良いお年をお迎え
ください。

第 2 回クラブ戦略委員会議事録
とき
ところ
出席者

議題
①衛星クラブについて
2760 地区では未だ衛星クラブがないので、ガバナー
より、設立を要望された。しかしながら、衛星クラブ
の位置付け、目的をしっかり決めてから理事会で
決議する。
②ZOOM などを利用したハイブリッド例会について
今年度後期中に実験的に始める事とする。
その他
今年度も行事がキャンセルになっていて、余剰金が
ある。昨年同様、医療器具備品などを寄付した方が良
いとの意見があるが、どこまで余るか、もう少し様子
見て判断する。
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今後の例会予定
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お食事例会
16F「アゼリア」
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12 月 11 日（金）13：30～
名古屋マリオットアソシアホテル
17 階「楠」
髙田、芹澤、村田、長瀬、岡田
5 名（敬称略）

中日ドラゴンズ常務取締役
壁谷 浩和氏
17F「コスモス」
卓話 篠原鍼灸院 鍼灸師
山内 雅大氏
17F「コスモス」
卓話
「名古屋から世界へ福よせ雛とは」
一般社団法人日本社会文化教育機構
代表理事福よせ雛プロジェクト担当
吉野 孝子さん
17F「コスモス」
卓話 「タイヤの健康管理」
一般社団法人日本自動車タイヤ協会
中部支部長 改田 昌幸氏
17F「コスモス」
休会
卓話「フィリピン国際奉仕報告」
国際奉仕委員長 野崎 修君
16F「アゼリア」
卓話
17F「コスモス」

◆忘年家族会について
12/17 に予定しておりました忘年家族会は、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とし、
12/18 に通常例会を開催いたします。

