
 

 ロータリー親睦活動月間 
６月２６日（金） ７月３日（金） ７月１０日（金） ７月１７日（金） 例

会

予

定 

定款６－１ 
休会 

理事役員会 11：30 
クラブ協議会 13：30 
全員協議会 

クラブフォーラム 祝福 
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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   「奉仕の理想」 

・今月の歌     「故郷」 

・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 
・ＩＤＭ 

・幹事報告           近藤 太門君 

・点 鐘            加藤久仁明君 

 

今月の歌 

故郷 

うさぎ追いし  かの山 
小鮒つりし   かの川 

夢はいまも   めぐりて 

忘れがたき   故郷 

 

先週の記録 

幹事報告      幹事   近藤 太門君 

大原泰昭君、入会おめでとうございました。大原

君にはいろいろな場面で活躍をしていただく事も

多いとおもいますが、頑張って下さい。 
松尾隆徳君には、何かとお忙しい中「卓話」して

いただきありがとうございました。久しぶりに卓

話を訊く事が出来嬉しかったです。 
では、地区からの連絡をします。 
※ 新旧地区社会奉仕委員会が、開催されます。

日時は来週 6 月 18 日（木）18：00 から、場

所は名鉄グランド 12 階です。出席要請者は近

藤太門です。 
 

２０１５年６月１９日（金）２２３６回（６月第３例会） 
 
※地区役員及び会長、幹事会が 6 月 20 日（土）

18：00 からヒルトンの 5Ｆで開催されます。出席

義務者は加藤会長と幹事の近藤太門です。 
次週の予定です。次週 19 日は今年度最後のＩＤ

Ｍです。6 時から開催をします。 
この程、転勤の為退会をされました。森田誠支店

長の後任の近藤秀樹君の入会式 IDM の中で行い

ます。 

◎例会変更の案内 
瀬 戸 北 ７月７日(火)  ７月７日(火) 

   ＲＣ 夜間例会の為 グレイセル 

 

◎例会休会のお知らせ 

○岩倉ＲＣ     ６月３０日（火）は休会 

○名古屋みなとＲＣ ６月２６日（金）は休会 

○愛知長久手ＲＣ  ６月３０日（火）は休会 

○羽島ＲＣ     ６月３０日（火）は休会 

○名古屋大須ＲＣ  ６月２５日（木）は休会 

○岡崎南ＲＣ    ６月３０日（火）は休会 

○尾張旭ＲＣ    ６月２６日（金）は休会 

○瀬戸北ＲＣ    ６月３０日（火）は休会 

○犬山ＲＣ     ６月３０日（火）は休会 

○名古屋名駅ＲＣ  ６月２４日（水）は休会 

○名古屋空港ＲＣ  ６月２９日（月）は休会 

○名古屋城北ＲＣ  ６月３０日（火）は休会 

 

出席報告        委員長  伊藤 純君 

会員 58名 欠席16名 出席率73.6％

先々週の修正出席 欠席0名 出席率100％ 

 

 

 



ニコボックス報告    委員長   古屋 義夫君 

○誕生祝をもらう喜びで     加藤久仁明君 
○本日、卓話をさせて頂きます  松尾 隆徳君 
○いろいろとご心配を頂き有難うございました。 
前のようではありませんが元気になりました 
                名畑  豊君 
○今朝、お花届きました。有難うございます 
                志水ひろみ君 
○入会させて頂き有難うございます よろしくお

願い申し上げます        大原 泰昭君 
○大原くんの入会を祝して    近藤 太門君 
○祝福の皆様おめでとございます。また卓話を聞

くのが楽しみです        古屋 義夫君 
○大原くん入会おめでとうございます 
                風岡 保広君  
○入会おめでとうございます   芝田 貴之君 
○アテンダンス表彰ありがとう  大畑 一久君 
○卓話を聞く楽しみで      山田  治君 
○今年最後の卓話を楽しみに   宅間 秀順君 
○祝福の皆様おめでとうございます。また卓話を

楽しみにしています       早川 八郎君 
○祝福の皆様おめでとうございます場々大刀雄君 
○お花とアイスクリームありがとうございました 
                新美 治男君 
○誕生日の御祝をありがとうございます 
                大橋 完一君 
○祝福の皆様おめでとうございます和田 了司君 
○祝福の皆様おめでとうございます林  憲正君 
○入会おめでとうございます   杤本 正樹君 
○旧友の大原くんようこそ    青山 博徳君 
○大原さん入会おめでとうございます 
                河村 哲也君                
○卓話を聞く喜びで       川瀬 治通君 
○いつも有難うございます    大橋 省吾君 
○今日もよろしくお願いします 
足立 治夫君  磯野 俊雄君  梅村  守君  

小川  長君  太田 弘道君  岡田 義邦君  

岡嶋 良樹君  加藤 宗生君  北  健司君         

清水  勲君  成瀬 浩康君  長谷川英輝君    

速水 敬志君  蓮野 美廣君  屋嘉比良夫君    

薮下 尚武君  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             松尾 隆徳君 

事業承継－親父の言葉－ 
会員 松尾 隆徳（東洋電機株式会社 会長） 
 会長になって 9 年、今年 72 歳を迎え、3 代目社

長の頑張り、苦労を横から眺めながら、自分の継

承はどんなものだったか、振り返ってみた。（今年

は当社創業 70 年） 
 私は子供の頃から、次のようなことを父（創業

者・松尾昇三）から教わって来た。 
①お先にどうぞ、損して得とれ。②何事にもあ

りがとう！おかげさまです。③親切と施しは陰で

するもの。④儲かる話はあぶない。⑤悪銭身につ

かず、お金は天下の回りもの。⑥功績は部下に、

失敗は自分に。⑦人に迷惑をかけるな。⑧君臨す

れど統治せず。⑨徳は才に優れり、才はお金で買

える。⑩鍛冶屋とデキものは大きくなると潰れる。

⑪天気の日に傘を貸し、雨の日に傘を取り上げる

銀行。⑫世のため、人のための人生、経営を。⑬

お天道様のもと、堂々と歩む人生、経営を。 
 父の後ろ姿を見て育った私は、知らず知らずの

うちに後継者への道を選択しており、子供心にも

父親、創業者はすばらしく輝いていた。 
 その父が 70 歳の頃、縁あって純粋倫理を基底

に倫理経営を推進する倫理法人会運動に入会し、

私も行動を共にした。人と人とが幸福になる生活

法則を説く純粋倫理を知れば知るほど、父から受

けた家庭教育、後継者教育が純粋倫理の実践その

ものであることを知った。 
 親の七光りと言われ続け、親と比較される毎日、

陰湿な 2 代目いじめ、こんな状況下であった私は、

倫理を知ることにより、改めて父親、創業者の偉

大さ、自分の至らなさを自覚し、「2 代目後継者の

功績は、創業者の偉業の中に含まれる。いかに 3
代目に継続させるかが、2 代目後継者の役割」と

悟った。 
 立派な父を持った嬉しさは私の誇りとなり、親

を通して先祖につながるありがたさ、感謝あるの

みであった。 
 父の死後、後継者として多少の苦労はあったが、

父の陰徳のおかげで死ぬか生きるかという大苦難

はなく来た。その最大の要因は、父、先祖、先輩

への報恩感謝の心が土台になり、山谷を乗り越え

る気力・体力が生まれ、周囲の皆さんが助けてく

れたおかげである。 
 会長職にある今、毎朝仏壇・神棚に手を合わせ、

毎週の墓参りを妻と行っている。会社へ出ては、

仕事は社長以下皆さんにお任せし、地域社会のお

世話役に徹している。 
 私がそうであったように、私のこの姿を子供、

孫、社員の皆さんが見て、それぞれの心に報恩感

謝の念を持ってくれるであろう。 
 



 
＃9 Michelle Rose Aris ミッシェルローズアリア

ス 

あしながおじさん 太田 弘道 君 

 

皆さんこんにちは、お元気ですか？皆さんがお元気

なことをお祈りします。ここフィリピンでは 12月の

凍えるような寒い時期がやってきました。それはク

リスマスがやってくるのが近いってことを意味しま

す。やったー！私が待ちに待った祝日なの。 

 今すぐに来られませんか？皆さんにお会いできな

くて寂しいです。でも、皆さんがいないとしても、

私たちは勉強に集中します。あなた方が私たちに分

け与えてくれた良い事のお返しとして。「贈り物」に

感謝します。これまでで一番幸せなクリスマスにな

ります。それは貴方がくれた奨学金のおかげ。私た

ちが大学生になってもこの奨学金が続くことを期待

しています(^_^) ジョークですよ！でも、これを本

気にとるかはあなた次第です。（ペロ サナ）は、私

は希望しますって意味です。私たちは大学に通うた

めに、本当に財政的な支援が必要なのです。でも、

たくさんの学生がこの奨学金を必要としていること

を知っています、ですから、わたしはただ理解して

受け止めるでしょう。 

 

貴方が私の人生に現れ、楽しい日々や学校生活が始

まって 1 年近くになります。私は最善を尽くし、貴

方のため、そして私自身のために良い結果を出せる

よう取り組んできました。でも私は、結果を恐れた

くはありません。なぜなら、私は自分が最善を尽く

したことが解っているから。成果に対する満足度と

いうのは、こんな風に人生を楽しむための唯一の鍵

です。そして、私が自信を持つことができたことに

感謝しています。私の人生の一部になっていただき

本当にありがとうございます。ずっとは続かないで

しょうが、少なくとも今まではそうです。いつでも

もっとよく貴方を知りたいし、お会いしたいです。 

 

ここで、最近の私の生活について報告させていただ 

きます。短めにしますね、その方がいいでしょ？こ

こ数日はルビーと名付けられた強い台風のせいで、

怖かったです。強い台風の被害を受ける人々のこと

がとても心配でした。彼らは、ヨランダと名付けら

れた台風の被害からまだ十分には復旧しておらず、

また台風が発生したからです。また、というのはル

ビーがスーパー台風のヨランダと全く同じ方向から

やってくるからです。西ビザヤ、特にレイテ島の人々

はとても悲惨でした。私たちは何が起こるか予測で

きないし、天候も、台風を止めることもできません。

そんなことはわかっています。でも、家を壊したり、

生きるためのお金を奪ったりしないことを祈ります。

もう充分！世界中の、この招かざる出来事の連鎖を

断ち切って！ 

 

うーん、ネガティブな話はやめましょう。前向きに

考えましょう。私の人生は、今のところ幸せです。

私が受けた恩恵のお蔭で。（もっと恵みがあるとい

いな） 

いけない！もう新年がやってきます。新年の誓いを

つくらなきゃ。何にしよう、とりあえず考えさせて

ください。 

 

よし、きまりました。私の新年の誓いは、○１０ポ

ンド体重を減らす○栄養のある食事をとる○いつも

良い振る舞いを○早く寝る○携帯のメッセージを気

にしない○一番大事なのは夢を追い続けること 

もう多すぎ？でもまだやれていないことなんだ。来

年がきたらもう少し追加します。今は今年の残りの

日を楽しみます。そして、さよなら 2014 年、ようこ

そ 2015 年といいます。えー！！あと 3 カ月で私は

15歳になります。 

 

私はとても喜んでいます。なぜなら、家族や友人で

何の問題もないから。おそらく恋愛でも・・ジョー

クですよ。恋愛以外は本当のことで、恋愛はまあ時

間の無駄ね。一年のあらゆる時期に幸せになる無数

の理由があるから。流れに任せてゆけ、悪い事なん

て忘れて、始めよう！ 

あしながおじさんありがとう、私はいつも良い子で

いると約束します。そしてより良い明日のために一

生懸命努力します。 

 
 

 

 

 



 

卓話 松尾 隆徳君 

 

 

入会式 大原 泰昭君 

 

 

新入会員挨拶 大原 泰昭君 

 
 
 
 
 
 

 

会員誕生日お祝い  

 

 

アテンダンス表彰 大畑 一久君 

 

 

 

 


