
 

新世代のための月間 
９月２７日（土） １０月３日（金） １０月１０日（金） １０月１７日（金）

家族会 13：00 卓話 岡嶋良樹君 理事役員会 11：30 祝福 
ミュージカル 卓話 古屋義夫君 卓話 松田由美さん ケローナ青年大使 
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クラブテーマ 

春日井市道風記念館 

植物園 ニュートンのリンゴの木

本日のプログラム 
           司会   和田 了司君 
・点 鐘            加藤久仁明君 

・ROTARY SONG    「日も風も星も」 

・今月の歌     「若者たち」 

・ビジター紹介         加藤久仁明君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・祝 福 
・卓 話            蓮野 美廣君 

                速水 敬志君 

・幹事報告           近藤 太門君 

・点 鐘            加藤久仁明君 

 

今月の歌 

若者たち 

君の行く道は  果てしなく遠い 
   だのになぜ   歯をくいしばり 

   君はいくのか  そんなにしてまで 

     

 今月の祝福 

会員誕生日 
5日 伊藤  純君   17日 小川 茂徳君 

29日 蓮野 美廣君       

 

夫人誕生日 
4日 加藤  茂君・純子さん 

 4日 亀谷 鉦一君・貞子さん 

 
結婚記念日 
21日 名畑  豊君   24日 長谷川英輝君 

30日 加藤久仁明君 

 

２０１４年９月１９日（金）２２００回（９月第３例会） 
 

アテンダンス表彰 

５ヶ年     和田 了司君 

２ヶ年     森田  誠君 

１ヶ年     杤本 正樹君 

 

先週の記録 

会長挨拶     会長   加藤久仁明君 

愛知Eクラブの、稲熊幹事、猪飼プログラム委員
長ようこそお越し下さいました。後程、愛知Eク
ラブの例会内容、方法をお話し下さい。 
 今月は、「新世代のための月間」です。新しい方

が多く入会されましたので、春日井ロータリーク

ラブの青少年奉仕委員会の事業の内容を少し説明

させて頂きます。青少年奉仕委員会は、昨年まで、

新世代委員会と呼ばれていました。RIが委員会名
称変更を4年前の規定変更に伴い変更されました
が、当クラブでは昨年の理事会で規定変更を審議

にかけ、本年度より、名称変更をしました。青少

年奉仕委員会3つ有ります。1つ目は、11年前に、
当クラブを中心に名古屋空港 RC と名古屋城北
RCの 3クラブで造った、春日丘高校インターア
クトクラブです。このクラブは、2760地区のイン
ターアクトクラブの中で 1 番大所帯のクラブで、
80名の部員がいると聞いています。彼らは 3クラ
ブの地域で、ボランティア活動をしており、3 ク
ラブの事業の手伝いもしてくれます。詳しい彼ら

の今年の事業内容は、11月 14日の例会に訪問し
て来ますので、その時にお話をしてもらう予定に

なっています。2つ目は、春日井市内に 3分団あ
るガールスカウトに対する資金援助、3 つ目は地
区が行っているライラセミナーに、ガールスカウ

トから 2～3名を派遣し勉強をしてもらう。ライ 



ラセミナーとは、高校生、大学生にロータリーの

精神、考え方、活動を勉強してもらうプログラム

であり、彼らが将来、職業についてから、ロータ

リーに入会してもらいロータリーの本活動に参加

してもらうという目的も有ります。今年も 2月頃
に有りますので、適齢年齢の、お子様、お孫様が

見え、興味が有りましたら、青少年奉仕委員会に

お尋ねください。 
青少年奉仕委員会は、11月 8日の「福祉のつど
い」でサボテン事業を例会として担当いたします

ので、メンバーの皆さんの協力をお願い致します。 
 
幹事報告      幹事   近藤 太門君 

※ 地区より 先日の「広島豪雨災害」への義捐

金の要請があり「籠」でのご協力をお願いしまし

た。 
※ 地区より 第 4 期ＲＩ2760 地区分科会研修
パートⅡへの出席要請が来ています。 
日時は今年の 10 月 5 日（日）ＡＭ9：00 より、
場所は中区栄「星城大学  リハビリテーション

学園」、出席要請者は志水ひろみ会長エレクトです。 
※ 10月 24日の例会は夜間例会です。よろしく
お願いします。 
次週予告 次週 9 月 19 日は祝福です。祝福の卓
話は蓮野美廣君、速水敬志君です 
 

◎例会変更の案内 

愛知長久手 ９月３０日(火) ９月３０日(火)  

   ＲＣ 例会場都合の為まちづくりセンター

名古屋城北 ９月３0日(火) ９月３０日(火) 18：30 

   ＲＣ 夜間例会の為東急イン 

羽 島 ９月３０日(火) ９月３０日(火)  

   ＲＣ 例会場都合の為羽島市立竹鼻小学校 

名 東 ９月２９日(月) ９月２９日(月) 18：30 

   ＲＣ 合同夜間例会の為 

あ ま ９月２９日(月) ９月２９日(月)  

   ＲＣ 家族会の為 

 

◎ビジター紹介    会長  加藤久仁明君 

○愛知ロータリーＥクラブ   稲熊 茂男君 

     〃         猪飼 順子君 

 

出席報告        委員長  伊藤 純君 
会員 58 名 欠席 21名 出席率 63.2%

先々週の修正出席 欠席 2名 出席率 96.5%

 

ニコボックス報告    委員長   古屋 義夫君 

○勉強をしに参りました。ご指導宜しくお願いし

ます。 

愛知ロータリーEクラブ  幹事 稲熊 茂雄君 

○５月に設立されたばかりの新しいクラブですの

でご指導の程宜しくお願いします。 
愛知ロータリーＥクラブ プログラム委員長  

猪飼 順子君 
○大橋君、小川君卓話を宜しくお願いします。 
                近藤 太門君 
○自己紹介させていただく喜びで 大橋 省吾君 
○卓話が出来る喜びで      小川 茂徳君 
○卓話を聞く喜びで       山田  治君 
○卓話楽しみにしています。   貴田 永克君 
○卓話楽しみにしています。   青山 博徳君   
○今日も宜しくお願いします。 
足立 治夫君  磯野 俊雄君  伊藤 一裕君    

大畑 一久君  岡田 義邦君  岡嶋 良樹君  

亀谷 鉦一君  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   

北  健司君  小島 啓冶君  志水ひろみ君  

清水  勲君  芝田 貴之君  社本 太郎君  

杉山 孝明君  杤本 正樹君  宅間 秀順君    

名畑  豊君  成瀬 浩康君  早川 八郎君  

林  憲正君  蓮野 美廣君  場々大刀雄君  

古屋 義夫君  屋嘉比良夫君  山田 倫章君 
○ご協力ありがとうございます。 古屋 義夫君 

 
卓話             小川 茂徳君 

自己紹介 

この度は、入会させて頂き誠にありがとうござい

ます。ご紹介下さった清水勲様には感謝に尽きま

せん、最初お誘い頂いた時は大変戸惑いました、

若輩者な故寝る間も無く働く日々での参会は息つ

く暇もない、等と云う事にならないか、結果皆さ

んに迷惑かけないかで悩みましたが、諸先輩方の

「一生精進」を見習い一歩踏み出しました。4 つ
のテストと聞いた時も試験が有るのかと思い悩み

ましたが、人生全般に渡るテストだと分かり安心

したのはいいのですが、これ程過酷なテストも無

いものだと身の引き締まるおもいをしました。 
思えば昨今、無法的な国際化が進み、モラルやマ

ナーが乱れコンプライアンスを提唱しながら法を

逸脱した者たちを見逃し野放ししているのも事実

です。次の世代にしっかりとした日本を手渡しす

ることは我々の責務だと思います。私は誠実さを

重視して事に当たるを常としてきました。これか

らは、この 4つのテストを常として精進してまい
りますので、宜しくお願いします。 
私の家族は、妻と娘、二人の息子後両親です。生

まれは、旧尾西市（現在一宮市）であります、会

社設立と同時期春日井に越して参りました。初代

で建設土木・造園の設計施工の会社を経営してお

ります、まったくの一から開業で大した知り合い

も無く 2年程公共事業の建設会社で修業してのス
タートでした。 



最初は手探り状態で信用を得るのに必死で、瞬く

間の 16年でした。 
前は、情報処理・経理の専門学校で講師をしてお

りました、その時経験でのキャド設計等の業務は

慣れていましたので、設計管理の仕事を中心に会

社を立ち上げてきました、しかし、生来の好奇心

と物造り好きが影響し、自分の手で造り上げたい

と云う気持ちが抑えられず、様々な職人に当たり

協力業者を探し施工も出来る様に成るべく会社の

基盤の構築に奔走しました、私自身も修行を続け

建築・土木の施工管理技士の資格も取得し、設計・

施工の会社として特に庭園・ビオトープ等、力を

いれて日々精進しているところで有ります。 
私の自宅も自身の設計・施工で、庭にいたっては

全て自分で手作りしました。至福の時間で有りま

した。 
そんな中で改めて思った事が有ります。若かりし

頃無理して買った車や飾り物をどんなに誠実に上

手く説明しても、見せびらかして自慢している様

にしか取られず、優れた物の素晴らしさを共有出

来ないもどかしさをよく感じました。しかし、単

に苦労話をしているだけなのにその中からにじみ

出る精魂と云う魂に感銘してくれて、何でも無い

私の愚作を賛美して下さる事がよく有り、良いも

のは他人が語るまでも無く良いと云う事と、誠実

とは、常に自分に問うて行くものの様に感じたこ

とです。探究心旺盛だったとはいえ今思うと気恥

ずかしい思いです。 
話は変わりますが、探究心は遺伝するものらしく、

生物学に興味を持ち生き物の観察や採取が高じ生

物学研究を累代続けてまいりました。祖父の代で

は天皇陛下より生物学の功労者として勲二等の栄

誉をいただき、今、私の代では環境省・国交省と

協力して天然記念物の水棲動物の保護繁殖を行っ

ております。基本的にボランティアであり、河川

調査や池や川の改修工事等の手間が収入の分でそ

の他の支出は個人の負担で寄付です。割に合いま

せん。しかし、ＤＮＡの消失で取替しのつかない

事態を回避するのが種の保存の本分ですので、絶

滅危惧種の保護は急務だとおもいます。現に他の

生物から人間に役立つ薬や成分、ウイルスからの

脅威を防いだり沈静化した例も多く有るとききま

す、見た目は小さな生き物でもけして疎かに出来

ない事を痛感しております。ひとつ例に取ります

と、メダカの色素改良の研究の時、色素の定着を

見る為早い時期での世代交代を促したく思い冬季

の繁殖を促進していましたが、餌が悪く個体の寿

命が極端に短く成ってしまいました。それを改善

してくれたのは、今はほとんど見ない「越冬ミジ

ンコ（仮名）」サイズの大きめな冬も活動する微生

物です、メダカには絶好の生き餌で此れによって

元気な個体が増え 10年で 50世帯程世代交代しメ

ラニン色素だけの真っ黒なメダカ 「学名 小川

ブラック」が研究の副産物として完成し、当方か

ら持ち出した方々がインターネットで一匹 3・
4000円でお売りに成っている様です。私は、それ
が商売では無いので、春日井市内等の小学校の自

然科学の講師をする傍ら理科の教材として無償で

配っています。ロータリアンの方ならプレゼント

します。遠慮なく。 
ともあれ、越冬ミジンコのお陰です。大事に増や

してきた父親のおかげです。ちなみに私の親は共

に大変丈夫で長生きしそうです。越冬もします。 
話が脱線してきましたのでこの辺で終わりにした

いと思います、私の今後の目標は生物学と土木技

士のノウハウを生かし人の身の丈に合った自然回

復・ビオトープ等の人工自然施設の定着を推し進

めたいと思っております。日々努力をして参りま

すので今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い

します。本日はありがとうございました。 
 
卓話             大橋 省吾君 

自己紹介 

改めまして、こんにちは、私は大橋省吾と申し

ます。建築リフォームを中心に主に愛知県という

よりは地元にて商いをさせて頂いて居ります。生

まれは名古屋市守山区です。隣町の春日井市とは

縁も所縁もなかった私がこの素晴らしいまちとひ

とに出会う事になるとは子供の頃は思ってもいま

せんでしたが、今現在はこのまちと温かいひと人

に囲まれ成長させて頂いて居ります。 
こんな若輩者の私が言うのはおこがましいです

が、人生とは掛け算でも引き算でもなく、命が尽

きる時迄、常に足し算だと思っています。悲しみ

も喜びも廻り道もすべて足し算だと思っておりま

すので、自己紹介というより、そんな私の足し算

を皆様にお話しさせて頂きます。 
昭和 47 年 恥ずかしながら帰って参りました
と横井正一さんが 26 年ぶりに御帰還され、札幌
冬季オリンピック、連合赤軍による浅間山荘事件

等、田中角栄氏による、日本列島改造論等が行わ

れたそんな年にこの世に生を受けました。 
お昼に生まれたので、しょうご（省吾）と名付け

られ、すくすくと育ちました。 
小学校の頃の夢は野球選手でキャプテンや児童会

長などを務めるいわゆる優等生でした。そんな私

も中学生となり、中学 2年生で身長の伸びが止ま
り、野球選手の夢を諦めました。調度そんな頃、

書道の先生の勧めでアナウンサーになる新たな夢

に向かいました。県立高蔵寺高校に入学しました。

ここで初めてこの春日井市のまちとひとに出会う

事になりました。温かいまちとひとに囲まれ成長

し、具体的に関西テレビでアナウンサーになる目

標を持ちました。関西テレビに有利な大学を調べ、



予備校に通い、浪人生まで経験しましたが、受験

に失敗しました。当時はバブルの絶頂期で、取り

敢えず大学に行くのが当たり前でしたので、目標

を無くしかなり落ち込みました。そんな私は春日

井のひとである同級生達に励まされ、新たな目標

に向かう力を与えてくれました。今でも付き合い

が有りますが、大変感謝しています。 
そんな私は 20 歳になっていました。名古屋で
建築会社を営む伯父に「俺のところで働かないか」

と誘って頂き、新たな目標が出来ました。これが

今現在の社業に繋がっていきます。伯父の考えで

は、私に会社を継がせるつもりで、現場管理と営

業と経営を学ばせようとしました。名古屋市にあ

る建築の訓練校にも通わせて頂き、そこで建築設

計と管理と大工技術の基本を学びました。そこで

学べば学ぶ程、現場の重要性に気付かされました。

元々、大工から経営者になった伯父からは、「お前

には大工技術なんて無駄な物はいらないから、管

理と経営を学びなさい」言われていましたが、も

っと大工を学びたいと思うようになり、何回かの

話し合いの末に、会社を辞めさせて頂きました。

後の事ですが、大工の修業には時間が掛かる事、

そして大変つらい思いをする事等を踏まえて伯父

は親心で言ってくれていたのだと分かりました。

しかし、人生は 1回、廻り道も足し算だと固く信

じた 22 歳の私は、現場の分かる建築屋になろう
と決意しました。ここでまた春日井のまちとひと

に助けられました。同級生の家の近くを車で走っ

ていると本家普請の良い家が建っていました。そ

この家主に誰が建てたのですかと聞き、その日に

工務店の棟梁に会いました。大変素晴らしい人格

者で、翌日からそこで就職というよりも修業をさ

せて頂く事になりました。時間の都合上、厳しく

つらい修業時代はここでお話し出来ませんが、現

場が分かる男になりました。28歳の時に独立開業
させて頂き今に至ります。 
春日井のひとやまちには幸運にも大変お世話に

なっております。私の人生には欠かせません。34
歳になると私の詩吟の師匠（今は詩吟はお休みし

てます）であり、同級生のお母様に JC という存
在を教えて頂き、良き先輩も紹介して頂きました。

この JC との出会いにより、人として成長させて
頂いたと思っております。 
このような足し算を重ねることで、足し算の答え

である「和」が大きくなっていると思います。ま

だ若輩者でロータリアン（仮）の私ですが、皆様

の様な大きく素晴らしい背中をみてこの「和」を

より大きくし、ひととしても経営者としても成長

していきます。そして「真のロータリアン」にな

ります。ご清聴を感謝致します。今後共宜しくお

願い申し上げます。 

 

 

愛知ＲＥＣ バナー交換 

 

 

愛知ＲＥＣ 稲熊 茂男幹事 挨拶 

 

 

卓話 小川 茂徳君 

 

 

卓話 大橋 省吾君 


