
新世代のための月間 
９月１３日（金） ９月２０日（金） ９月３０日（月） １０月４日（金） 
卓話 自己紹介 祝福 9月 27日例会変更 理事役員会 11：30 
山田 倫章君 卓話 伊藤 純君 ガバナー公式訪問 卓話 名畑 豊君 

例
会
予
定 卓話 宅間秀順君 卓話 蓮野美廣君 キャスルプラザ  
  ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp     E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 

本日のプログラム 
           司会   伊藤  純君 
・点 鐘            屋嘉比良夫君 
・国 歌      「君が代」 
・ROTARY SONG  「日も風も星も」 
・ビジター紹介         屋嘉比良夫君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・会長挨拶           屋嘉比良夫君 
・卓 話   ガバナー補佐   丹羽 司一君 
・幹事報告           加藤久仁明君 
・点 鐘            屋嘉比良夫君 
 

先週の記録 

会長挨拶     副会長   大橋 完一君 
今日は、本年度会長方針にて太田副会長と共に屋
嘉比会長の代わりに会長挨拶することとなりまし
たのでよろしくお願いします。 
先日、加藤幹事がロータリー活動全般について
話しをされました。私も少しロータリーの規約、
活動についてお話をさせていただきます。ロータ
リーの本文に出席義務の奨励がうたってあります。
以前は例会の前後１週間の規定でしたが今は例会
前後２週間に変更され（インターネットでも可）
メーキャプも出来易くなりました。 
ロータリー会員は世界中のロータリークラブに出
向いてメーキャプ（出席補填）することが出来ま
す、私は1980年に春日井RC入会してはや３３年
になります。その間私も海外のいろいろなロータ
リークラブの例会に出席しましたので、海外のロ
ータリークラブの例会について少しお話させてい
ただきます。全般に例会開始時間は決まってはい
ますが、かなりアバウトで、また食事はほとんど 

２０１３年９月６日（金）第２１５２回（９月第 1 例会） 
 
個人の好みであり、例会でのプログラムもビジタ
ー紹介はありますが後はバラバラで出席、ニコボ
ックスのあまり発表もなく、服装もカジュアルな
感じでありました。 
その中で印象に残ったクラブ（オーストラリア、
ケアンズウエストRC）ではホテルの１室で例会が
おこなわれていましたが、メンバーの数が８名ビ
ジターの数が３名のこじんまりした例会で、やは
り食事もなしでした（会長職がすぐにまわってき
そう）反対にワシントンDC.RCでは２００名近く
の例会で政府の要人が卓話をしていました、ビジ
ターの数も多くメンバーが何人いるのかわからな
いぐらいでした。 
私も会長を務めて１１年になりますがそれ以降十
数名の方が入会されています。その方たちも一度
海外のロータリークラブを訪問される事もロータ
リーの楽しみの一つではないかと思います。   
 

幹事報告      幹事   加藤久仁明君 
審議内容 
第1号議案：新入会員栃本正樹君入会承認の件 
第2号議案：45周年実行委員会日程承認の件 
第3号議案：セブ島水洗トイレ銘文案承認の件 
第4号議案：例会変更の件 11月 22日(金)を 
11月 23日(土)AM10:00に変更します。場所：春日
井市緑花植物園(45 周年記念事業ニュートン林檎
の木の植樹式の為) 保留 次回理事会で審議 
第5号議案：.第8回ちびっこ冒険チャレンジャー
大集合後援の件 
第6号議案：上半期プログラム委員会のスケジュ
ールの件 
第7号議案：福祉のつどい協賛金の件¥100,000円 
上記審議事項すべて可決承認 



①地区第 1回広報委員長会議 
：2013 年 10月 4日(金)15：30～ 
場所：名鉄グランドホテル 11階  
出席義務者：会報 IT委員長 近藤太門君 
 

◎例会変更のお知らせ 
名古屋丸の内 ９月１９日(木) ９月１９日(木) 18：30  

   ＲＣ 夜間例会の為クレストンホテル 

愛知長久手 ９月１７日(火) ９月１７日(火) 19：00 

   ＲＣ 例会場都合の為 ホテルトラスティ 

一 宮 中 央 ９月１８日(水) ９月１５日(日) 17：30 

   ＲＣ 青少年育成サッカー教室の為総合体育館 

 
出席報告        委員長  伊藤 一裕君 
会員 54名 欠席 18名 出席率 86.8% 
先々週の修正出席 欠席 2名 出席率 96.2% 
 
ニコボックス報告    委員長   成瀬 浩康君 
○大橋副会長、本日の会長挨拶よろしくお願いい
たします。           屋嘉比良夫君 
○青山さん岡嶋さんこれからどうぞ宜しくお願い
します。            峠 テル子君 
○卓話デビュー戦の成功を願って。青山 博徳君 
○本日卓話をさせていただきます。宜しくお願い
します。            岡嶋 良樹君 
○卓話を聞く喜びで。 
浅井 瀧治君  伊藤 一裕君  太田 弘道君  
大畑 一久君  岡田 義邦君  加藤久仁明君  
加藤  茂君  風岡 保広君  河村 哲也君  
加藤 宗生君  貴田 永克君  北  健司君  
小島 啓冶君  志水ひろみ君  清水  勲君 
社本 太郎君  宅間 秀順君  名畑  豊君   
早川 八郎君  林  憲正君  蓮野 美廣君  
馬々太刀雄君  古屋 義夫君  森田  誠君   
山田  治君  山田 倫章君   
○ご協力ありがとうございます。 成瀬 浩康君 
 
卓話             青山 博徳君 
7 月より入会致しました。青山ビル(有)の青山博
徳です。 
昭和 32年 7月 22日生まれの 56歳、東京オリンピ
ックは小学校 1 年生で中学高校は江南市、大学 4
年間は京都、結婚までの5年間は長者町で過ごし
ました。 
 江南と春日井の両商工会議所が御縁で、当時大
学３年の女房とお見合い結婚、媒酌人は青山家と
ご縁の深い清水屋創業者の清水精市・あや子ご夫
妻でした。 
今年で結婚 29年目、女房は税理士事務所を開業し、
長女は嫁ぎ、次女と女房の母親との 4人暮らしで
す。 

 弊社は大正年間に江南から呉服の行商から始ま
り、大正 8年頃に春日井の大留で青山呉服店を創
業し。戦時中は「衣料切符」など一手に扱う地域
の中心的なお店に成長したようです。戦後は高蔵
寺町の春日井合併の頃に、高蔵寺駅前に「総合衣
料品店」として商店街の一角を占め、高蔵寺ニュ
ータウン造成時に併せた昭和 48年に 2千坪の「青
山ショッピングセンター」を開店に至りました。 
 その後は時代の波に乗り切れず、平成 6年末で
従業員全員解雇、会社清算に追い込まれ債務は残
りましたが、個人・法人の残った資産で不動産賃
貸業に転身、アカチャンホンポ・次いで、新愛知
電機製作所を誘致しテナントビルとして平成 24
年まで続けて来ましたが、借地の上に建つ、築 40
年、2 千坪の未耐震の建物を次世代に残す訳にも
行かず、解体し地主さんに返還、現在は名古屋徳
洲会総合病院に活用を委ねています。 
社有地には、高蔵寺ニュータウンにはこれから必
須と思われる「サービス付き高齢者向け住宅」と
「デイサービスセンター」「訪問介護ステーショ
ン」を本年 8月に開業し、日本三大ニュータウン
である高蔵寺ニュータウンの高齢者の住まい方の
提案を駅前の地から発信しています。 
 
卓話             岡嶋 良樹君 
 こんにちは。この度山田治様のご紹介により、
春日井ロータリークラブに入会させていただきま
した株式会社旭の岡嶋良樹です。この様な場所は
大変不慣れでございまして、お聞き苦しいところ
があるかと思いますが、何卒お許しくださいます
様お願い申し上げます。 
 まず最初に家族構成ですが、妻と一男一女の 4
人家族です。私が生まれましたのは、昭和 46年 2
月 25 日名古屋市の名城病院で生まれました。そ
の当時は、第二次ベビーブームでありベッドの空
きがなく廊下にある補助ベッドで寝かされて産気
づいたら分娩室に運ばれるといった状況だったよ
うです。このときからどこの場所でも寝ることが
できる力を身につけたと思います。 
小学校の時は虫取りに明け暮れ近くに庄内川があ
ったので釣りのまねをして遊んだり、漂流物を探
しに行ったりといまどきの子供では考えられない
遊びをして過ごしていました。高学年になるとカ
ブスカウトを始めまして奉仕の理念（ボランティ
ア活動）を行うようになりました。その後もボー
イスカウトをやめるまで続けておりました。 
中学に入ってからは部活動に明け暮れ小学校の時
から続けていた剣道でレギュラーをとる為一生懸
命練習に取り組んでいましたが、有能な選手が多
くいつも補欠でした。でもそのときに教わった「平
常心」という言葉はおっちょこちょいな私の心に
常にあります。 



高校に入学してすぐ音楽を通じて輪ができバンド
を結成することになりました。ちょうどテレビ番
組でイカスバンド天国略して「イカ天」などが流
行り世の中がバンドブームでした。文化祭に向け
周りでもバンドが増えミーハー（死語）なバンド
が多い中私たちのバンドは硬派でロック、ハード
ロック、といったジャンルなので女の子ウケは好
くなく予選は通ることはありませんでした。です
が今でもこのバンドはメンバーを変え継続中です。 
大学に入ると勉強もせず、もともと好きな車を触
りだしアルバイト代は大半車の部品代へと消えて
いきました。今でも山道を走る機会があるとつい
ついペースが速くなり、もれなく、妻のアンチロ
ックブレーキ（小言）をいただくこととなります。 
 最後に私の会社について、創業は昭和 29 年 2
月 15日来年の 2月で 60年を迎えます。 
主に愛知電機様の協力工場として変圧器及び周辺
機器の部品製造に携わってきました。 
もともと木型を収めていましたので木製品の製作
は得意としております。何か協力できることがあ
りましたら微力ながら協力させていただきたいと
思います。 
祖父が設立した会社、会社を引き継いだ父、それ
ぞれの時代でこの春日井ロータリーはなくてはな
らない存在でした。祖父も父も皆様との思い出を
上げれば枚挙にいとまがないと思います。この場
をお借りして心よりお礼申し上げます。今後は私
がロータリー活動を引き継ぎ精進してまいります。
今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお
願い申し上げます。ご静聴ありがとうございまし
た。 
 
 
 

 
会長挨拶  副会長 大橋 完一君 
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