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春日井ロータリークラブ 
2015～2016 年度 WEEKLY REPORT クラブテーマ 

ニュートンのリンゴの木 ニュートン科学館 

本日のプログラム 
           司会   青山 博徳君 
・点 鐘            志水ひろみ君 

・ROTARY SONG    「奉仕の理想」 

・今月の歌     「浜辺の歌」 

・ビジター紹介         志水ひろみ君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・会長挨拶           志水ひろみ君 
・卓 話   大原 泰昭君   峠 テル子君 

・幹事報告           長谷川英輝君 

・点 鐘            志水ひろみ君 

 

今月の歌 

浜辺の歌 

あした浜辺を さまよえば 
昔のことぞ  しのばるる 

風の音よ   雲のさまよ 

寄する波も  貝の色も 

 

先週の記録 

幹事報告      幹事   長谷川英輝君 

第２回理事役員会報告 

１．審議事項 以下すべて承認されました。 

 第1号議案：開始貸借対照表並びに７月度収支

表の件 

第2号議案：春日井まつり協賛の件 

春日井市菊花大会に係る賞交付の件 

ちびっこ冒険レンジャー後援の件 

第3号議案：神田寛司君 新入会員承認の件 

第4号議案：事務局 電話機交換の件 

第5号議案：交通安全教室及び啓蒙活動日程の件 

第6号議案：WFF 例会変更、チケット購入 

２０１５年８月２１日（金）第２２４３回（８月第２例会） 

 

パネル展示の件 

第7号議案：9月25日（金）夜間例会の件 

第8号議案：その他  

２． 報告事項 以下につき報告しました。 

① ゴルフ部会・カラオケ部会発足の件 

② サンジロンクーズランRC クラシッ

クコンサートの件 

 その他   

① 西尾RCより 例会場変更のお知らせ 

2015年9月1日（火）より 西尾信用金庫本店1

階大会議室 

② 8月特別月間 名称変更のお知らせ 

変更後名称：「会員増強・新クラブ結成推進月間」 

変更前名称：「会員増強・拡大月間」 

次週予告    

  8月 14日（金） 休会（定款6-1） 

      

◎例会変更の案内 
名 古 屋 空 港 ９月７日(月) ９月６日(日)  

   ＲＣ 補助金事業の為 

名古屋名北 ９月２日(水) ９月２日(水) 

   ＲＣ 合同例会の為 アパホテル 

羽 島 ８月２７日(火) ８月２９日(土)６：１５ 

   ＲＣ 納涼例会の為 高松間 

津 島 ９月４日(金) ９月６日(日) 

   ＲＣ 補助金事業の為 文化会館 

名 古 屋 大 須 ８月２７日(木) ８月２４日(月)  

   ＲＣ ガバナー公式訪問の為 名古屋観光ホテル

 

会      長 ： 志水ひろみ 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：名畑  豊 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

幹   事 ：長谷川英輝  事 務 局 ：春日井市鳥居松町 5-45

会報委員長 ：成瀬 浩康  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

   Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 



 
名古屋丸の内 ８月２７日(木) ８月２８日(金) １２：３０

   ＲＣ ガバナー公式訪問の為 マリオットアソシアホテル 

犬 山 ８月２５日(水) ８月２９日(土) 

   ＲＣ 交流例会の為 犬山ホテル 

名古屋守山 ８月２６日(水) ８月２５日(火) 

   ＲＣ 家族会の為 舘山寺 

 
◎ビジター紹介   会長   志水ひろみ君 
○犬山ＲＣ   澤田  禅君 

   〃    鈴木 一成君 

小牧ＲＣ   橋本 晃暢君 

 
出席報告       委員長  古屋 義夫君 

会員 58 名 欠席 21名 出席率 63.8%

先々週の修正出席 欠席 1名 出席率 98.3%

 
ニコボックス報告    委員長   岡嶋 良樹君 

〇犬山開催のＩＭ、どうぞご出席宜しくお願いし

ます。  犬山ＲＣ 澤田 禅君 鈴木 一成君 
〇昨年の幹事です。いろいろお世話になりました。 
           小牧ＲＣ 橋本 晃暢君 
〇春日丘インターアクトクラブさんようこそおい

でくださいました。       志水ひろみ君 
〇誕生日の祝福ありがとうございます。 
                社本 太郎君 
〇誕生日の祝福をありがとう、卓話をさせて頂き

ます。             屋嘉比良夫君 
〇アテンダンスをうけて     加藤  茂君 
〇アテンダンス表彰の皆様おめでとうございます。 
祝福の皆様おめでとうございます。古屋 義夫君 
〇毎日毎日暑くて大変ですネ！！ 近藤 太門君 
〇暑いです。ご自愛下さい。   大原 泰昭君 
〇屋嘉比、近藤会員の卓話を楽しみに。 
                貴田 永克君 
〇お二人の卓話、期待しています。松尾 隆徳君 
〇会場進行、速水君デビュー戦がんばって！！ 
                青山 博徳君 
〇卓話はじめてです。頑張ります。近藤 秀樹君 
〇野球チケットすべてさばけました。ご協力あり

がとうございます。当日は、より楽しくなるよう 
工夫します。          和田 了司君 
〇祝福おめでとうございます。 
足立 治夫君  伊藤 正之君  梅村  守君  

太田 弘道君  風岡 保広君  北  健司君 
川瀬 治通君  清水  勲君  芝田 貴之君 
杉山 孝明君  宅間 秀順君  峠 テル子君  

名畑  豊君  長谷川英輝君  林  憲正君

速水 敬志君  蓮野 美廣君  藪下 尚武君 
〇御協力、ありがとうございます。岡嶋 良樹君 
 

卓話            近藤 秀樹君 

『我が町、春日井市の現状』 

6 月入会の近藤です。東濃信用金庫鷹来支店の

支店長を務めております。7 月の誕生祝福、あり

がとうございました。 

今日は貴重なお時間を頂きありがとうございま

す。当金庫は、春日井市内に 8店舗を構えており、

春日井市の事業所様、個人の皆様には大変お世話

になっております。我が鷹来支店は 23名の職員が

勤務しており、内 10名が春日井市在住です。当金

庫にとって春日井市は地元です。「地金地消」をス

タンスに元気な春日井市で仕事をさせていただい

ております。 

さて今日は、「わが町、春日井市の現状」と題し

まして、色々な角度から春日井市を確認しようと

思います。ご存知の点もあると思いますが、ご容

赦いただきたいと思います。 

昨年、まち・ひと・しごと創生法が制定され、

地方公共団体においては、国の長期ビジョン及び

総合戦略を勘案して、地方公共団体における人口

の現状と将来展望を提示する「地方人口ビジョン」、

及び、地域の実情に応じた今後５か年の施策の方

向を提示する「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

の策定に努めることとなっています。春日井市で

は大垣共立銀行さんが「地方創生に関する連携協

定」を締結されたとの報道があったばかりだと思

います。 

これらの背景から、地方が現状を把握するため

に地域経済分析システムからデータが開示された

ものであり、信用金庫の中央機関である「信金中

金 しんきん地方創生支援センター」が加工した

統計データをご紹介いたします。 

地方において最も関心の高い点は人口推計です。

気になるのは「地方消滅」という言葉だと思いま

す。「2040 年（25 年後）に 20 歳～39 歳の女性が

50％以上減少する市区町村」のことを指していま

す。ご存じのとおり、一人の女性が一生に産む子

供の平均数が問題だと言っています。足元では

1.43 人といわれています。春日井市では 2040 年

の若年女性は現在と比較して 20％程度の減少と

推計されており、消滅可能性都市ではありません。 

では春日井市の人口動態の特徴を見ると、2005

年を境に、年少人口と老年人口が逆転し、2040 年

には老年人口が市内人口のおよそ 3分の 1を占め

ると示されています。当然に生産人口は減少し、

人口合計も減少すると推計されています。この影

響は、外来患者数や入院患者数、介護認定者数に

現れており、医療機関や介護施設などの重要性を

示していると言えます。 

また、産業構造を就業者数で見ると、製造業が

断トツで全国水準を上回っており、愛知県の縮図

と言えます。次いで運輸、建設となっており、注



目は教育・学習支援業が全国水準を上回っていま

す。また、労働生産性の面からも、製造業や建設

業、情報通信業、教育・学習支援業が集積してい

ることを示しています。ただ、労働生産性は全国・

愛知県を下回っているのが現状です。企業成績の

面では、81.6％の企業が黒字で、全国平均を若干

下回るものの、愛知県平均を上回っています。但

し、企業数は減少傾向にあり、創業と廃業の推移

が裏付けております。因みに、2012 年では創業率

が 2％で廃業率が 7％、約 5％の事業所が減少して

います。 

次に、春日井市内の金融機関の上位 5位をご紹

介します。預金・貸出金ともに大垣共立銀行さん

が断トツでトップです。差は大きいですが、第 2

位には東濃信金となっております。意外だったと

思われたのではないでしょうか。 

最後に、東濃信金には営業店をサポートする組

織の「とうしん地域活力研究所」をご紹介します。

「管内経済統計」や「景況レポート」の作成、創

業塾開催など、様々な業務を展開しており、事務

所は今年 5月に竣工した研修所「とうしん学びの

丘：エール」にございます。エールには、講義棟・

研修棟・展示棟・芝生グランドがあり、企業向け

や社会人、子供など対象とした講演や研修を開催

しています。また、展示棟は美濃焼文化の発信を

目的に、美濃陶芸作家や現代陶芸作家の作品を

100 点以上展示しております。入館は無料ですの

で、多治見にお越しの折には、是非ともお立ち寄

りいただければ幸いです。 

以上、拙い内容でしたが、卓話とさせていただき

ます。ご清聴、ありがとうございました。 

 

卓話            屋嘉比良夫君 

本日は、誕生日の祝福を有難うございました。

心よりお礼申し上げます。さて、本日は祝福のお

礼を兼ねて卓話を。との話を頂きました。今年度

の卓話のテーマ、内容は、“自分自身の会社の紹介、

又、自分自身の仕事の内容等について”との事で

すので、せっかくの機会ですから、会社の概要や

会社案内そして私の仕事、経営理念等を、話させ

て頂きたいと思います。 
まずは会社の創業ですが、昭和 43 年月に義兄

と二人で何もなし全くのゼロからスタート致しま

した。そして、仕事を覚えながら 4 ヶ月後には自

分たちで小屋を建て、溶接機 2 台を月賦で買って

貰い独立して仕事が始まりました。ここまで来る

のに色々有りましたが、独立してからは土日、昼

夜、関係なく仕事の有る限り頑張りました。仲間

が一人増え、二人増え 6 名になった昭和 45 年 4
月には合資会社ワカイ産業を創立しました。そし

て 49 年 7 月に株式会社に組織変更して現在に至

っています。 

現在の仕事の内容ですが、主に、機械板金と言

いまして、特に工作機械のカバー、外側部を製作

しています。現在は大手工作機械メーカー2 社の

仕事で全体の 75％前後を占め、残りの 25％前後

を約 20 社の企業様の色々な仕事をやらせて貰っ

て居ります。弊社の製品、作品を皆さんに見て頂

く機会は、少ないとは思いますが、皆さんお身近

な所では、平成 10 年に春日井市病院の新館完成

時に春日井建設協会の依頼を受け、「何か記念に

なるモニュメントを。」と言うことで、時計台のモ

ニュメントを設計、製作、施工致しました。今も

「ファイト」との名称で元気に力強く時を刻んで

います。また、勝川イオンの看板も弊社の作品で

す。ナゴヤドーム店、関店、ＭＯＺＯ（モゾ）等、

近隣大型店 9 店舗が自社の作品でございます。 
会社の規模は、現在、正社員 37 名、パートタ

イマー、社内外注を含め 47 名体制で頑張ってい

ます。工場敷地内面積は、駐車場を含め約 1,500
坪、工場建屋は、4 工場で計 900 坪程有ります。

ここに至るまで 47年を経て色々有りました。今、

会社の、自分の人生を振り返ってみますと良い時

代に恵まれ、人にも恵まれました。特に社員に恵

まれ助けられました。そして、取引先にも恵まれ

て良くして頂きました。すべて感謝です。 
或る時、私は考えました。毎日一生懸命努力し

て働いてくれる社員の皆に対して「私は何が出来

るのか、すべきか…」と。そして、それは作業環

境の改善であると考えました。楽しく明るい職場、

清潔で安全な職場、働きやすい職場環境を目指し

頑張ってきました。我社の社員が会社に職場に自

分の仕事にプライドを持って働ける様、最新鋭の

機械設備の導入はもとより、安全性の確保等にも

力を入れてきました。そして、その一環として弊

社は、昭和 58 年より全工場を冷房完備の工場と

致しました。又、ISO：9001 の取得も早く 2000
年の 7 月には取得していました。 
又、企業にとって最も大切なものは「人」であ

る。と考えます。その為、人材育成を基本理念と

しています。社員教育にも力を入れてきました。

私も含め色々な教育を受講しましたが、色々受講

した内で、一番私にと言うか、弊社に合っている

教育訓練に出逢える事が出来ました。それが富士

の麓にあります「管理者養成学校」でした。当時

「13 日間地獄の訓練」とマスメディアで話題にな

っていた学校です。平成元年、私が 45 歳の誕生

日に一泊体験入学し、目から鱗でした。感銘して

共鳴して半月後の 9 月 1 日には 9 日間合宿、指導

力開発訓練コースに入校し、訓練を受け、感動し

共鳴を受け、その後社員全員を上役から順次、月

2 名ずつ派遣しました。全員派遣に約 2 年間を要

しました。その学校で私が学んだのが「指導力 10
則」でありました。今も社員の管理職教育、育成



には「指導力 10 則」が基本となっています。30
年以上前に作られたものと思いますが、今の時代

にも私は合致しているものと信じています。 
 
我々の合言葉 = 我々の生活の基盤であるワカ

イ産業を強く大きく育てよう。 
社 訓 = 互いに信頼と理解を深め人の力と心

の輪を大切にしよう。 

 
犬山 RC IM のご挨拶 

 

８月会員誕生日の皆さん 

 

アテンダンス表彰 

 

卓話 屋嘉比 良夫君 

 

卓話 近藤 秀樹君 

 

春日丘ｲﾝﾀｰｱｸﾄ助成金贈呈 


