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第68回例会

2019年9月19日(木)

司会進行 伊吹洋平 会場運営委員
[それでこそロータリー」唱和
会長挨拶
加藤 謙一 会長

皆さん、こんにちは！
本日は神谷さんにお越し頂いております。お忙しい中、ありがと
うございます。さらに名古屋北ロータリークラブから遠山さん、森さ
ん、山口さんにお越し頂いております。ありがとうございます。皆さ
んご存知の通り、遠山武志さんは遠山堯郎さんの息子さんです。
本日、11時から理事会を行いました。“今年は色んな挑戦をして
いこう”、“宮の杜オリジナルを作っていこう”という方針の元で動い
ております。各種団体、色んな活動や魅力があると思いますが、
当クラブを見返してみると、輝きや人を惹きつける強みなどが足り
ないと言われている中で、今年度、立ち上がってスタートしまし
た。定款に反しない限りはなんでも挑戦しよう！という意気込みを
持っておりましたが、先日、髙山プログラム委員長から卓話者の
提案を頂いた時、2～3人の意見を聞いて、やめておいた方がい
いのかなぁ、とストップしたところ、髙山プログラム委員長から、な
ぜダメなのかを問われました。自分の中に色々な理由を並べてみ
たのですが、定款、細則には特に謳われておらず、では、最高決
定機関である理事会で話し合い、明確にした上で宮の杜として進
んでいこうと思いました。結果としては前に進むことになりました。
非常にお恥ずかしい話ではありますが、私自身の中で少しブレー
キをかけているところがあったのかな、と反省しております。今後
はブレーキをかけずに色々挑戦させて頂きたいと思っております
ので、引き続きよろしくお願い致します。
また、先ほど河合さんが年齢を間違えてしまうという話をされて
いましたが、私と田中先生は田中先生の方が年上になります。初
めて会った時に確実に年下だと思い込み、知多へ行く際、「田中
ちゃん迎えに来て！」とお願いをして、迎えに来てもらい、向かう
道中の中で、「ところでいくつ？」と聞いたところ、年上と判明しま
した。すぐに「田中さん運転ありがとうございます。」と言いました
が、「そのままでいいよ。」と言ってくれたので、そのまま付き合っ
ております。
話が少し反れましたが、本日、社会奉仕委員会からも色々とご
提案頂きました。やはり、我々にしかできないこと、月2回の例会
だからこそできること、また、時間もあり、若い力もあります。今後、
もっとチャレンジしていきたいと思いますので、どうかご協力お願
い致します。
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本日卓話させて頂きます。大変光栄に思っています。
株式会社神谷ガーメント テーラー神谷 会長 神谷 裕之
加藤謙一会長ご就任おめでとうございます。
すばらしい一年になる様楽しみにしています。
名古屋北RC 遠山武志様、山口重樹様、森智史様
最近、欠席が続いて申し訳ありません。 神谷裕之さん、
遠山堯郎
今日は卓話にお越し頂き有難うございます。
加藤謙一
太りました。
伊吹洋平
痩せました。
台風で被災された方に心よりお見舞い申し上げます。中部電力
グループからも昨日までに延べ2300名が出動し、1日も早い
大谷まさみ
停電復旧に努めています。
髙木勝
皆様体調管理に気を付けましょう‼
第68回例会を祝して
浅野信 河合秀紀 現王園陽子 佐野洋一郎
鈴木達央 高木俊郎 田中吉彦 出口茂
不破直行 堀場和孝 牧野敬充

R情報委員会より報告

牧野敬充

R情報委員

～「ロータリーの友」おすすめページ～

P12【ロータリーの友月間】、P19【アロハロータリー】、
P45【パズルdeロータリー】
正直、今まであまりしっかりと読んだことがなかったのですが、当委員会
に配属され、しっかりと読むことになりました。今月はロータリーの友月間
だそうで、ロータリーの友は66年間続いているそうです。初めて知りまし
た。皆さんはご存知でしたでしょうか。また、表紙の右上に“801号”と記
載されており、今月号は801号目だそうです。この801号目の中で一番魅
了されたのは、来年6月に開催される国際大会についての内容です。皆
さんで一緒に行けたらとても楽しそうだなと思いました。P23にある「超我
の奉仕」という言葉があります。意味が気になり調べましたが、僕からはこ
こで説明できなさそうなので、皆さん是非調べてみてください。そして、是
非、皆さんに一年間このロータリーの友を読んでほしいなと思い、いい
ページを見つけました。それは、「パズルdeロータリー」です。僕は先月
から始めました。正解するとモバイルバッテリーがもらえます。今年中に
絶対に手に入れたいと思っております。手に入れたら、一緒に喜んでく
ださい。皆さんも一緒に一年間ロータリーの友を楽しんでもらえたらと思
います。

RCC委員会より報告
不破直行 RCC委員長
【NGUラブリッジ名古屋】9/14(土)＠名古屋市港サッカー場にて試合が
開催されました。結果は引き分けで2位となり、11月の入れ替え戦に持ち
越しとなりました。11/9(土)、10(日)は名古屋で開催されるそうなので、是
非、皆さん応援に行きましょう。
【OKUDA弁慶号】9/28(土)、29(日)10時～15時＠瀬戸氏青の広場にて
行われる招き猫まつりで走るそうです。ご都合つく方は是非、行ってみて
ください。
稲刈り体験開催のご案内
担当：不破直行
10/6(日)に開催します。配布資料をご覧ください。OBの方もたくさんい
らっしゃいますが、JCの事業で始めた稲作体験です。ご都合つく方是非
ご参加お願い致します。
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地区国際奉仕委員会より報告
出向者：鈴木拓将
9/12に第2回地区国際奉仕委員会が開催されました。昨年度まではネ
パールのグローバル補助金事業で、ダウンタウンRCと一緒に薬や医療
器具の寄付、一日診療所を設けるなどして、年6回に渡って行ってきまし
た。では、今年は何をするかが議題になっており、年間で150万円程の
予算があります。無難な意見が多くある中で、80歳になる当年度委員長
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から、アジアの中で一番危険地とされている東ティモールにロータリーが
ないから、何かできることがあるのでは？とご意見頂き、ご自身がタイに
行かれる際、ついでに現地に行って、日本人がやっている教会に尋ねて
来ると仰せでした。これが本当にロータリーの精神なのかな、と非常に勉
強になりました。私でさえ不安にさせられるのですが、こういう所へ足を一
歩踏み入れていくのだなと感心させられましたこと、また乞うご期待という
ことで一時ご報告です。
WFFについても資料配布しておりますが、今までとは会場が少し異なる
為ご注意ください。多くのご参加お待ちしております。
幹事報告
出口茂 幹事
●地区アプリについての資料を配布しております。アプリをダウンロード
するところで「2760」と検索するとダウンロードができます。是非ご活用く
ださい。
●9/21(土)11:23～＠さなげカントリークラブにて3RC親睦ゴルフコンペ
が開催されます。参加予定の方、よろしくお願い致します。
●本日、16:00～＠キャッスルプラザにて米山記念奨学委員長会議が開
催されます。出席予定者は山下委員長です。
●9/24(火)15:00～＠名鉄グランドホテルにて社会奉仕委員長会議が開
催されます。出席予定者は佐野社会奉仕委員長、不破RCC委員長で
す。
●9/29(日)9:30～＠星城大学 名古屋丸の内キャンパスにて会長エレク
ト研修セミナーが開催されます。出席予定者は高橋会長エレクトです。
●本日例会前に第3回定例理事会を開催致しました。
●本日例会後に社会奉仕委員会を開催致します。
●次回例会は10/3(木)12:10～13:30＠ホテルナゴヤキャッスル1階「シャ
ンボールの間」。例会前11:00～同会場にて第4回定例理事会を開催致
します。

「ブランドを確立するために守ってきたこと
（経営理念）について」
神谷 裕之 氏

過分なご紹介を頂きありがとうございます。
今までは東京RC様、一宮RC様など色々なところで卓話をさせ
て頂きました。つい最近は、7月に南山中学、高校の後輩である
斎藤会長より依頼されて名古屋南RC様で卓話してきました。
まず、お手元にある資料の「おかげさまで80周年」というパンフ
レットは2年前に作成されたものになります。長男と一緒に手がけ
ました。貴クラブの中でも遠山さん、奥村さん、髙山さんには大変
お世話になっております。先日行った名古屋南RC様については
100名程いる中で6割程が知り合いでした。親子3代でお世話にな
ることも多く、そんな皆様のおかげで80年続けてこられたと感謝し
ております。
私どもが80年間守り続けてきたことは、“装いの品格”です。“装
いの品格”づくりは、5年や10年でできるものではありません。以前
雑誌で書いた内容を一部紹介します。
『“洋服を着る”ということは、人生を楽しむことと同じなのです。い
くつになっても洋服はドキドキするような感覚を与えてくれるもの。
その洋服には“品格”が大切なのです。“品格”にはもちろん中身
であるハートの問題と、その身体に身につける洋服づくりがありま
す。“品”はその人が持って生まれたものですが、“格”をつけるこ
とで、意思、志がプラスされます。また、“品”は形がなく空気みた
いなもの。それに対して、“格”は人格、性格などという言葉からも
分かるように、しっかり身についた固まったものを指すのだと思い
ます。私がロンドンで洋服技術と英会話の習得に悪戦苦闘をして
いて苦しんでいる時に、一冊の本に出会いました。その本には
“己を知るを賢者と言う。志を持て。”とありました。まずは自分を知
ることが大切であり、志を持ってひとつのことをやろうとすると、自
分を鍛えざるを得ず、自ずと品格が生まれてくると思います。つま
り、“品格”は忍耐から生まれてくるのではないでしょうか。それと、
思いやり、労り、感謝の心が大切だと思います。私も英国生活が
長かった為、タクシーに乗車しても、レストランで食事をしても、

いつも感謝の言葉を使い続け、自然に出てくるようになりました。帰
国してからもずっとそうしております。“品格”がある我々の顧客様は、
同じように、帰り際「ありがとう」と一礼をして去っていきます。男の“品
格”とはこういうものを指しているのだと思います。
次に、“品格”がある洋服づくりについてお話します。一見、スイスイ
泳いでいるように見えるアヒルも水面下では一生懸命足を掻いてい
る。見えないところで努力している。大変な部分は人に見せない。つ
まり、私どもの芯据えなどの作業は、表には見えない部分です。既製
服やイージーオーダーの何倍もの時間をかけ、一針一針真心込め
て打っていきます。男の“品格”を上げる為に日々努力しております。
英国では服装のセンスが社会的地位を証明します。服装に気を配る
ということは自分の満足と共に、相手に対する思いやりや敬意の意味
も含まれているのです。』といった内容を何年か前に書きましたが、今
でもこの“品格づくり”というのは私どもがブランドを守る為にやってき
たことだと思います。
また、“店舗の品格”も非常に大切にしております。当社は上前津
交差点に建坪約1,000坪ある9階建てのビルがあります。このビルを
建てる際も、ニューヨーク、ロンドン、パリなど世界中の店舗を見て、
たくさん勉強をし、それらをモデルにしました。取引先も一流で、一流
品の品揃えがしてあり、スキャバルCEO Mr．グレゴリー･ティッセンに
来店して頂いたこともございます。また、元総理大臣、政財界、自動
車メーカー現社長、アスリートの方などにもご来店頂き、お客様にも
大変恵まれております。
私どもは創業以来、「真面目にコツコツ正直にやっていく。」といつ
も言っていましたが、ロータリーの四つのテストを見たとき、まさしくこ
れだ！と思いました。ロータリークラブには22年間お世話になってお
りますが、これからは恩返しをしていきたいと思っております。
また、“人の一生を評価するには後の半分を見るだけでよい”という
名言があります。人間、歳と共に背負う荷物が重くなり、金銭欲など
が強くなる。気性が激しく潔白な心が濁ってしまう。だから欲張らない
心が人生の宝と故事にあります。
配布資料にある「2021年の世界大会は日本へ誘致」について、
WFMT(世界注文洋服業者連盟)は2年に一度世界大会を開催して
おります。私は今回の大会の実行委員長を務めることになり、開催地
は大阪に決定しました。これは世界から有力テーラーが一度に集ま
る業界最大行事です。日本での開催は57年ぶりです。57年前の東
京大会は、銀座英國屋の創業者、故・小林新三郎氏がリーダーとな
り、業界を盛り上げたことが伝えられております。その後、英國屋は快
進撃を遂げ世界中に名を轟かせたそうです。私どもも、今後世界中
を駆け回り、テーラー神谷ブランドを更に確立していきたいと思って
おります。以前、名古屋青年会議所が世界大会を名古屋で開催しま
した。当時、私はJCIの事務総長をしておりました。開催に至って一番
困ったのは、ホテルの確保でした。名古屋市内には当ホテルと観光
ホテルしかなく、岐阜・三重・京都など他県のホテルに宿泊してもら
い、恥ずかしい思いをした経験が今回の世界大会の実行委員長を
やるに際して思い出されました。今回も世界中から多くの業界人が集
まりますが、今までの経験を活かして、協調の心と謙遜の徳をもって
なんとか頑張りたいと思います。こういったチャンスにどんどんチャレ
ンジすることもブランドを確立するためだと思っております。
最後に、私は若い頃からずっと海外に目を向け、高い志をもってプ
ラス発想で前向きに生きてきました。私は洋服づくりが本当に好きな
んだ！という気持ちがより強くなっていきました。負けない！諦めな
い！正直にやり抜く！そして、学ぶ心を持ち続けてきました。高い理
想が自分自身を成長させる力だと信じています。ブランドを確立する
為に守ってきたことは、いい洋服をつくり続けることだと思います。原
点は継承させ、仕組みは革新させ、品質は進化させていく。次の90
周年、100周年に向けて日々精進してまいりますので、皆様、今後と
もよろしくお願い致します。

次回例会【第70回通常例会】
日 時 ： 10月17日(木) 12時10分～13時30分
会 場 ： ﾎﾃﾙﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ1階「シャンボールの間」
例会後 ： 第2回クラブアッセンブリー

