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ニュートンのリンゴの木 ニュートン科学館 

歓迎 

 

本日のプログラム 

・司 会   名古屋城北ＲＣ   津坂 守英君 
・点 鐘   名古屋城北ＲＣ   岩田 佳之君 

・国 歌    「君が代」 

・ROTARY SONG    「我等の生業」 

・ビジター紹介 名古屋城北ＲＣ  岩田 佳之君 

・歓迎挨拶  春日井ＲＣ     志水ひろみ君 

・食事・歓談 
・会長挨拶  名古屋城北ＲＣ   岩田 佳之君 

・幹事報告  春日井ＲＣ     長谷川英輝君 

       名古屋空港ＲＣ   照井 通夫君 

       名古屋城北ＲＣ   奥村 一憲君 

・委員会報告 
・出席報告  春日井ＲＣ     古屋 義夫君 

       名古屋空港ＲＣ   内海 辰巳君 

       名古屋城北ＲＣ   竹内 淑江君 

・ニコボックス報告 

春日井ＲＣ     岡嶋 良樹君 

       名古屋空港ＲＣ   杉本 敦永君 

       名古屋城北ＲＣ   加藤 田鶴君 

 

 

２０１５年８月２５日（火）第２２４４回（８月第３例会） 

 

ロータリーの原点に学ぶ 

第２７６０地区 

加藤 陽一ガバナー 

 

・卓 話 2760地区ガバナー  加藤 陽一君 

・お礼の言葉 名古屋空港ＲＣ 波多野 真君 

・点 鐘   名古屋城北ＲＣ 岩田 佳之君 

 

 

先週の記録 

会長挨拶    会長    志水ひろみ君 

最近、テレビでも新聞でも太平洋戦争の体験者の

たいへんなご苦労のお話しが紹介されています。 
日本の人口が約１億２７００万人ですが、そのう

ち８割を超える人たちが戦後生まれだそうです。

およそ８人に１人です。 
日本では、例会に当クラブは第一例会ですが、国

旗を掲揚します。また国家を斉唱します。 
日本のロータリーは１９２０年に創立されました。 
先の大戦で、一時脱退をしましたが、１９４９年

に復帰します。 
昭和１５年(１９４０年)、日本のロータリーは 
日本、満州、朝鮮、台湾で３つの地域に分かれて、

それぞれにガバナーをおき、その３地域の総合と

して、日満ロータリー連合会を組織していたそう

です。 
その時の会長は米山梅吉さんです。昭和１５年９

月に脱退するのですが、その脱退するまで、日本

では、ロータリーに軍閥の弾圧があったそうです。 
例会中に軍隊に乗り込まれ、ロータリークラブは

敵国のアメリカに本部がある。 
アメリカのスパイの手先とか、信じられないので 
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すが、フリーメイソンの隠れ蓑とか、【赤】だとい

われたそうです。軍閥の弾圧に耐えかねて、当時

のロータリアンたちは天皇陛下の御為にもロータ

リー活動を展開している証をたてる為、例会では

日本の国旗を掲揚し、「君が代」を歌うなどして、

壮士たちに引き取ってもらったそうです。 
現在の国旗掲揚と国歌斉唱は、その時の先輩ロー

タリアンの生き残るための知恵が生み出した素晴

らしい継承の一つだと思います。 
違う話をもう一つ 
後程、長谷川幹事の報告がありますが、先日、台

湾の姉妹クラブの東港ロータリークラブから丁重

な日本語のお手紙がきました。 
それは、創立４５周年記念式典への出席依頼です。 
東港クラブさんとは１９９１年１１月に姉妹クラ

ブを締結しました。今年で２４年になるのですが、

東港クラブのみなさんはわたくしたちに 
とてもフレンドリーに接してくださって、この姉

妹クラブを本当に大切に思ってくださっておられ

ます。とてもユニークなのは彼達にはロータリー

ネームがあり、それぞれの職業やお人柄によりネ

ーミングされておられます。 
例えば、今年度の会長さんの呉國忠さんは寿司店

を経営しておみえなのですが、【Ｓｕｓｈｉ】さん

です。 
式典は１１月１日で当地区の地区大会の日ですが、

私は訪問する予定です。地区の予定がありますの

で、皆さんに強くアピールできないのですが、 
それでも「参加しようかな・・」とおっしゃって

くださる方は大歓迎です。 
 

幹事報告      幹事   長谷川英輝君 

クラブ行事 

 ：10月 24日（土）～25日（日） WFF 

  例会変更のうえ、１人２名のチケット購入で

お願いします。 

 ：11月 1日（日） 東港 RC45 周年記念式典 

  招待の手紙を頂きましたので、訪問する予定

です。 

 その他   

神田寛司君の入会が承認されました。入会式は９

月１１日（金）に行います。 

次週予告    

8 月 25日（火） ガバナー公式訪問（東急 REI ホ

テル） ネクタイ着用 

 
出席報告       委員長  古屋 義夫君 

会員 58 名 欠席 18名 出席率 68.9%

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 

〇今日、司会をさせてもらいます。宜しくお願い

します。            近藤 太門君 
〇卓話をさせて頂きます。宜しくお願い致します。 
                峠 テル子君 
〇卓話よろしくお願いします。  大原 泰昭君 
〇近藤太門君、会場進行がんばって下さい！！ 
                青山 博徳君 
〇峠、大原会員の卓話に期待して。貴田 永克君 
〇大原泰昭君の卓話を楽しみに  宅間 秀順君 
〇卓話楽しみです。       古屋 義夫君 
〇卓話楽しみにしています。   速水 敬志君 
〇いつも有難うございます。   大橋 省吾君 
〇9 月 4 日野球観戦親睦会、18 時試合開始です。 
                和田 了司君 
〇卓話を楽しみに。 
伊藤 正之君  梅村  守君  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  加藤 宗生君 
北  健司君  川瀬 治通君  志水ひろみ君 
清水  勲君  芝田 貴之君  社本 太郎君 
杤本 正樹君  名畑  豊君  成瀬 浩康君 
早川 八郎君  長谷川英輝君  林  憲正君 
場々大刀雄君  日比 雄将君  屋嘉比良夫君 
山田  治君  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             大原 泰昭君 

６月に入会させていただき、二ヶ月目の大原泰昭 

と申します。先輩の皆様を前に高いところから恐 

縮ではございますが、よろしくお願い申し上げま 

す。私にとっては試練のような１０分間ですが、 

普段面と向かって自分のことだけを話すことはな 

いので、この機会に感謝し自己紹介をさせていた 

だきます。 

昭和４０年９月１１日に名古屋市東区山口町で 

生まれ、春日井市民５０年目でございます。家族 

は３３歳の妻・9歳の長男・６歳の長女の４人家 

族です。職業分類は総合建設業 社名は大原建設 

㈱です。高山町にて主に住宅の新築・リフォーム 

工事をさせていただいております。昭和４３年に 

私の父親が創業し、今年４７年目の会社でござい 

ます。父は南設楽郡宝来町の出身で、中学を卒業 

してから大工見習いとして名古屋市東区の工務店 

に就職し、２６歳のときに春日井市にて大原建築 

として住宅建築の請負業を開始しました。大工と 

して独立した父の、請負業といえば、基礎工事・ 

材木の加工・建前・荒壁塗り・造作と全てを手が 

けて一軒を完成させるものでした。私は幼い頃そ 

んな過酷な仕事をこなす父をみて、尊敬はしまし 

たが、同じ仕事は絶対したくないと思っていまし 

た。創業２０年目の頃、現役の大工としての体力 



の限界と会社の将来を見据えて、若い大工の育成 

と現場管理に業務内容を少しずつ移行して、昭和 

６３年に大原建設㈱を設立し現在に至ります。 

社訓は、一期一会・心技体 今までＯＢ施主様 

からのご紹介でお仕事いただけておる一期一会の 

ありがたさ、心技体は、心（情熱・真心）・技（性 

能・伝統技術）・体（責任・信頼）を胸に仕事に取 

り組んでおります。 

 私自身は、中学校の修学旅行で国会議事堂を見 

学した際に、議事堂設計に２０代の若い設計士も 

携わった話を聞いて、設計士になりたいと決意し 

中部大学の建築学科に進みました。 

父親からは会社を継がなくてもいいと言われ卒業 

後は、小牧のサカイ創建という会社に勤めました。 

７年間勤め、少し弱気な発言をするようになった

父の姿を見た頃、いづれ自分でやるなら、３０歳

まで 
に行動に移すべきだと取引先の社長に言われて、

父の会社に入る決断をしました。と同時に春日井

青年会議所に入会しました、青年会議所では、ま

ちづくり、人づくり、奉仕の理想を求め多くの人

と出会う 
ことができました。２００３年には理事長をさせ

ていただき、青年会議所での活動をきっかけに、

タイとミャンマーの国境付近の少数民族の村の子

どもたちに古着を届ける活動を今でも継続してお

ります。 
３０代は、他者のために行動することが、自分

の成長になる、４０代からは自分のしたいこと自

分が楽しむことが他者の役に立てると考えており

ましたが奉仕の理想はそんなに甘いものではない

と感じていた時に春日井ロータリークラブに誘っ

ていただきました。ロータリークラブは強い企

業・健全な経営者の集まりというイメージがあり

私ごときが入会で 
きるとは思ってもおりませんでした。青年会議所

に入会した１９９４年入会認証証書を加藤久仁明

理事長からいただきました、そして春日井ロータ

リークラブの入会には加藤会長からバッジをつけ

ていただけるという、ありがたく強い縁を感じ入

会をさせていただきました。入会して二ヶ月では

ございますが、メンバーの皆様に暖かく受け入れ

ていただけたことに感謝申し上げます。２９歳か

ら１１年間の青年会議所活動、４０才で社長に就

任し今年までの１０年間、そして５０才での春日

井ロータリークラブへの入会。私の１０年毎の節

目が次の１０年間へロータリアンとして始めるこ

とができました。私個人の奉仕と親睦を実行し、

６０・７０・８０代も皆様と共有し祝福できるよ

う行動してまいります。今後ともよろしくお願い

申し上げます。本日はご清聴ありが 
とうございました。 

卓話             峠 テル子君 

8 月第一例会で誕生月の祝福を皆様とご一緒にし

て頂き有難うございました。 
只今より、「企業経営」のテーマで卓話をさせて頂 
きます。私の会社は、岐阜県安八郡安八町に本社 
事務所があり、輪之内町に現場があります。業種 
は一般及び産業廃棄物収集運搬処分業です。昭和 
56 年創業、正社員 33 名です。経営理念は、「地 
域と共に」です。税金の治め続けられる会社、地 
域を愛し、地域に愛される会社を目指しておりま 
す。経営方針は、「働き甲斐・生き甲斐を感じる会 
社は社員の手で創ろう」です。環境目標は「前年

売り上げ割合 5％ｱｯﾌﾟ/前年処分費割合 5％ﾀﾞｳﾝ」、

社是・社訓は「感動を与え感動を貰う」です。 
経営理念浸透の為の活動を「あじさい活動」と名 
付けました。あじさいの花は小さい花が集まって

立派なあじさいの花となります。社員達が一丸と

なって「働き甲斐・生き甲斐は自分たちの手で創

ろう」と各々が知恵を絞り、改善を重ねている日々

です。 
具体的には「環境整備（徹底した 5Ｓ活動）」です。 
私は、社員達に支えられて 40 年間会社経営を続

けて参りました。これからもこの社員達の幸せを

願って、共に楽しく経営を続けいきたいと思って

います。 
 

 
卓話 大原 泰昭君 

 

 
卓話 峠 テル子君 



 


