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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 
・会長挨拶           加藤久仁明君 
・家族会    ミュージカル 『美女と野獣』 

・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 

     

先週の記録 

幹事報告      幹事   近藤 太門君 

※先日の「広島豪雨災害」への多くの義捐金をあ

りがとうございました。恐縮ですが、もう一度「籠」

でのご協力をお願いしました。 
※第 34 回福祉の集い実行委員会から委員会開催
との事で、出席要請がきています。日時は 26 年
10月 7日（火）午後 2時～、場所は福祉センター
です。出席要請者は中川健青少年奉仕委員長です。

よろしくお願いします。 
※11月 1日～3日に開催される、ＷＦＦは例会変
更ですので、従って全員登録とします 
恐縮ですが、チケット代 2，000 円を口座引き落
としさせていただきます。 
 

２０１４年９月２７日（土）２２０１回（９月第４例会） 
 
※次週予告 次週 9月 27日(土)はミュージカル 
「美女と野獣」を観覧しますが、先日お渡しが 
してあります「チケット」を忘れない様ご確認を

お願いします。 
 

◎例会変更の案内 

愛知長久手 １０月７日(火) １０月７日(火)  

   ＲＣ 移動例会の為 名都美術館 

名古屋城北 １０月１４日(火) １０月１４日(火)  

   ＲＣ 職場例会の為 

瀬 戸 １０月８日(水) １０月５日(日)  

   ＲＣ 例会場都合の為 八勝館 

尾 張 旭 １０月１０日(金) １０月１１日(土) 1０：２０

   ＲＣ 市民祭の為スカイワードあさひ 

岩 倉 １０月１４日(火) １０月１４日(火)１２：３０ 

   ＲＣ 職場例会の為 消防署 

 

出席報告        委員長  伊藤 純君 
会員 58名 欠席 17名 出席率70% 

先々週の修正出席 欠席 2名 出席率97% 

 
ニコボックス報告    委員長   古屋 義夫君 

○結婚祝いをもらう喜びで    加藤久仁明君 
○祝福の皆さんおめでとう    近藤 太門君 
○家内誕生日祝いありがとう   加藤  茂君 
○誕生日祝いありがとう     小川 茂徳君 
○祝福をありがとうございます  蓮野 美廣君 
○卓話させて頂きます      速水 敬志君 
○皆様の祝福を祝って      貴田 永克君 
○卓話楽しみにしています    山田  治君 
○卓話に期待しています     青山 博徳君 



○会員誕生祝いを受ける喜びで  伊藤  純君 
○いつも有難うございます    大橋 省吾君 
○今日も宜しくお願いします 
足立 治夫君  磯野 俊雄君  大橋 完一君  

太田 弘道君  大畑 一久君  岡田 義邦君  

岡嶋 良樹君  亀谷 鉦一君  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  芝田 貴之君  

社本 太郎君  杤本 正樹君  宅間 秀順君         

成瀬 浩康君  中川  健君  林  憲正君      

場々大刀雄君  古屋 義夫君  日比 雄将君  

森田  誠君  屋嘉比良夫君  山田 倫章君  

和田 了司君 
○ご協力ありがとうございます。 古屋 義夫君 

 
卓話             蓮野 美廣君 

誕生の祝福ありがとうございます。 

昭和２２年９月２９日が誕生日で、今月末には６

７歳になります。プログラム委員長には７月初め

に祝福の卓話の依頼を受けましたがその時点では

一体何を話せば良いのか・・・という位、何にも

話題が無く、まあその時がくれば、話題もできる

だろうと考えておりました。仕事的には、丁度１

年前に社長を譲り会長職として会社に残った状態

で世代交代が上手く運び、現在も大変順調に推移

している事は大きな喜びでもあります。     
３～４年ほど前から近所の同世代に「あんたはい

いな～・・・好きな事やって」と言われロータリ

ーでも喫煙室で、ある先輩に同様の事をよく言わ

れるようになり、悩み事も無く自分でも、このま

まの状態が続くと良いな？・・と、ちょっと世間

をなめて掛るというか有頂天になっていたようで

した。 
ところが、ここ一ケ月位の間に思わぬ出来事が重

なり合って、まさかの苦労を味わう事になって、

未だに未解決の事もあり、人生楽しい事ばかりは

続かないものだと、痛感している最中で、卓話の

話題が出来てしまいました。  
最終的には、所詮世の中のことは、“成る様にしか

ならない”と思いながら、それでも“もがく”以

外ないのか・・・と考えているところです。 
 話は変わりますが、季節と色を組み合わせまた、

人生にも引っ掛けた言葉があります。 
例えば、春なら青（青春）・・夏は赤（朱夏） 
秋なら白（白秋）・・冬は黒（玄冬）と云うように、

高齢者を過ぎて６７歳ともなればさしずめ白秋の

域で、雲は高く、ぼちぼち枯れた味わいの出る年

齢を迎えた方も多い筈でしょうが、私自身には、

まだ青臭い所（青春とは違います）がいっぱいあ

って、お話した苦労が舞い込んできたのかも知れ

ないと思っている次第です。つまり「諸行無常」

の心境であり、自虐ネタでお礼の卓話にさせて頂

きます。 
 
卓話             速水 敬志君 

本日は貴重な時間を頂きましてありがとうござい

ます。 
昨年 11 月に入会させて頂き、まだロータリーの
事はよく分からないっていうのが本音ですが出席

を重ねて諸先輩方の後姿を追いながら勉強してい

る所存です。 
さて、入会時に自己紹介にて少々お話しました

が私の職業は物流業、運送業であります。運送業

は業態が非常に多種多様に分かれていて大手と言

われる事業者が 1割でそれを頂点に裾野の広い三
角形を形成しています。 
特に異様なのが直に荷主から仕事を請け負ってい

る事業は少なく同業大手から仕事を頂く下請け孫

請け、ひ孫請けと多重構造であることです。言い

換えれば非常に財務的にも脆弱な事業者が多いと

いうことです。 
今般、ドライバー不足の話は皆さんご存知だと思

いますが数年後には 50 万人不足するとも言われ
ています。ここで皆さんにお伝えしたいのは製造

業に関わらず、サービス業の方でも運送屋とお付

き合いがあると思いますが、今お付き合いのある

運送屋さんとの関係を良好に保ってくださいね。

市場原理で間違いなく物流業界は売り手市場の時

代が来ます。それももうすぐそこです。 
トヨタ方式・看板方式じゃないですが物流、ロジ

スティクスが止まれば企業は大打撃ですよね。 
私、育ちは春日井市なのですが生まれは三重県熊

野市です。そんな事もあって幼少のころは休みの

たびに両親が田舎へ連れて行ってくれたので田舎

が大好きで海が大好きになったわけです。それで

若い頃からマリンスポーツに勤しみ、週末は舶来

物のスポーツを楽しんでいました。 
そして 30 過ぎからはハードなスポーツからフィ
ッシングやスキューバーダイビング等、長くでき

るスポーツに代わってきました。 
でフィッシングですが何故だか太平洋が好きで、

もう 20 数年間、三重県は志摩市に小舟を置いて
熊野灘の四季折々の魚と戯れているわけでありま

すが、その魚たちもそこの海に棲む根魚から季節

ごとに回遊していく回遊魚とさまざまなのですが、

温暖化とか地球環境の変化とか難しい事は解りま

せんが確実に魚の数は減っていますし魚種も変わ

っています。 
もちろん道具の進化もあって今ではレジャーで

100キロを超えるマグロを釣ったり水深 500mの
深海魚を釣ったりできますので道具の進化により

変わったということもあると思いますが気になる

ところです。 
次にダイビングの話ですがフィッシングとダイ



ビング、始めたのはどちらが先か？って考えると

自分でも分からないのですがこれ、両方が関係あ

るんです。 
釣りをしていて魚の生態・習性が知りたいので潜

って魚の捕食シーンなどを観察したり、釣りのポ

イント選びや仕掛け、エサの選択に潜って見た魚

をイメージして選んだりと、なかなか奥が深いわ

けです。 
最近は太平洋に浮かぶ石垣島やロタ島・パラオに

潜りに行きましたが気になるのがサンゴの白色化

です。これは海水温の高温化が原因でサンゴの死

滅にもつながります。もうひとつ本来サンゴにサ

ンゴは繁殖しないのですが部分的に死滅したサン

ゴにサンゴの卵が付着してそこで育っているサン

ゴを見かけます。これは怖い事なのかもしれませ

んね。 

 

 

お詫び 

先週のウィークリー「今月の祝福」において、ご

夫人誕生日の記載が一部漏れておりました。記載

漏れとなった方々につきましては、下記に掲載さ

せていただきます。 

大変申し訳ありませんでした。 

 

15 日 磯野 俊雄君・弘子さん 

18 日 梅田 英夫君・里子さん 

24 日 長谷川英輝君・亜紀さん 

28 日 中川  健君・加代子さん 

29 日 塚本 兼光君・妙子さん 
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卓話 蓮野 美廣君 

 

 

 

卓話 速水 敬志君 

 

 

 

 



第２１９９回例会で紹介のあった 

愛知ロータリーＥクラブメークアップ方法です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


