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皆

①権田さんありがとう。②初孫が生まれました。

大口創立会長、初孫の誕生おめでとうございます。

大口創立会長、初孫おめでとうございます。

昨日、娘が高校を卒業しました。

不破さん、永田さん、今日のイニシエーションスピーチ

楽しみにしています。

みなさん、今日もニコボックスしましたか？たった1000円で、ど

こかのだれかを笑顔にする不思議なボックス！次回はぜひあな

たの1000円で世の中に笑顔をばらまきましょう。

春になってきましたね！

先日のIMおつかれさまでした。

2月1日ドタキャンすいませんでした！

第29回例会を祝して

【P35】ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝになろう(次年度RI会長方針)
　昨年流行した乃木坂46の「インフルエンサー」という
曲に近いものと受け取っております。
是非皆様のご感想もお聞かせ下さい！！

　会長報告　　   　　　　　　　　 酒井 俊皓 会長

Weekly Report

「君が代」斉唱　「奉仕の理想 」唱和
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日本は唯一の被爆国であり、この事件でも被害者となっ
ています。昨今は、北朝鮮の核の脅威が問題となってい
ます。なぜ日本は「核拡散条約」を批准しないのでしょう
か。アメリカと同盟関係を強化することと同条約の批准と
は、矛盾するものではないと考えます。ロータリーも究極
は世界平和を求めています。

　出席報告 　 　　　　　河合秀紀出席・ﾆｺﾎﾞｯｸｽ委員長

会員数 出席数 出席率

前回(2/24) 44 44 100.0%
前々回(2/1) 44 44 100.0%
　ニコボックス報告 　 河合秀紀出席・ﾆｺﾎﾞｯｸｽ委員長

遠山堯郎

山城徹也

野々垣雄介

酒井俊皓

大口弘和

野村治

安田保

増田盛英

　R情報委員会より報告
～「ロータリーの友」おすすめページ～　　田中 吉彦 委員長

　皆さんこんにちは！
　今日は、久し振りに大口弘和名誉会員にお越しいただ
いています。有難うございます。
　さて、2月24日に西三河中分区ＩＭが岡崎ロータリークラ
ブの主管で開催されました。当クラブからも13名の出席
がありました。お疲れ様でした。内容は、各クラブが抱え
ている問題点等の現状分析と今後の活動方針について
発表し、最後に2770地区、吉川ＲＣの中村靖治様から総
括も交えたご講演がありました。当クラブも高木俊朗会員
親睦委員長から素晴らしい発表がありました。高木委員
長、有難うございました。各クラブが、会員増強、特に会
員の高齢化について苦労している点、地域に密着した
社会奉仕活動を模索していることなど、ＲＣの長い歴史
の中で、今まさに転換期にあるのではないかと実感させ
られました。ＲＩ会長の標語「ロータリー：変化をもたらす」
は、ロータリー自身の変化についての意味をも持ってい
るのではないでしょうか。その点、我がクラブは、若い会
員が中心であり活動力はあります。新しいクラブで歴史
はありませんが、日々の活動が歴史となっていきますの
で、ロータリー精神をしっかり学んで着実に進んでいきま
しょう。
　オリンッピクレスリング四連覇の伊調馨選手に対する日
本レスリング協会の栄和人強化本部長のパワハラについ
ての告発がニュースになっています。私は、日本体育協
会等の団体のガバナンスや暴力、セクハラ、パワハラ問
題に取り組んでいますが、未だにこれら問題は解消され
ていないのが現状です。2020東京オリンピック・パラリン
ピックがクリーンでサスピナビリッティ（持続可能性）な真
の意味でアスリートファーストである新しいものとなるよう
願っています。
　最後に1954 (昭和29)年3月1日は、太平洋のビキニ環
礁でのアメリカの水爆実験で日本のマグロ漁船「第五福
竜丸」の乗組員が被爆をした日です。

加藤謙一

浅野信　出口茂　不破直行　権田淳裕　樋口昌男

堀場和孝　河合秀紀　河村直樹　水野紀孝

奥村与幸　大野将義　佐野洋一郎　菅原浩昭

鈴木達央　高木俊郎　田中吉彦　山下智己

第29回例会
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●3月ロータリーレート＝108円
●2/24(土)にIMが開催されました。

欠席された方はメークアップをお願いします。
●本日IDMの出欠回答締切日です。

未回答の方はご回答お願い致します。
他、春の家族会、地区協議会等の出欠回答も
お願い致します。

●次年度のロータリー手帳の案内がきております。
スケジュール帳とロータリー月間、地区大会予定、
ロータリー関連事項が記載された手帳です。
注文したい方は事務局までお問い合わせください。

●5/10の例会日に新旧理事会を予定しております。
　先日会員増強委員会を開催し今後の会員増強に 当年度役員理事、次年度役員理事の方は必ず
て話し合いました。そこで、まだ予告ではありますが、 ご出席ください。
山下公共ｲﾒｰｼﾞ・向上委員長と連携をとり、当クラブ ●例会後にCAと定例理事会を開催致します。
について、ロータリーについて紹介したリーフレットの ●次回例会は3/15(木)　12:20～13:30
作成、HPの改修を進めております。ご紹介頂きやすい ＠ホテルナゴヤキャッスル1階「シャンボールの間」
環境を整えるよう進めております。
　一度紹介できそうな方を候補としてあげて頂ければと
思います。クラブの発展の根幹となる会員増強に皆様
是非ご協力頂けますよう予告申し上げます。

　3/3.4(土・日)に熊本にて弁慶号を走らせます。参加さ
れなくても結構ですが、このようなことが行われていること
を知っておいて頂きたいということと、もし開催地(熊本)
に知人がいらっしゃれば告知して頂きたく存じます。
親友である2730地区鹿児島西RC所属、現第3ｿﾞｰﾝ、
ﾛｰﾀﾘｰ公共ｲﾒｰｼﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの山下さんにお伝え
したところ、2730地区ガバナーにも伝わりました。
中京テレビも取材に来られますので、テレビ放映の
可能性もございます。

　幹事報告　　　　　　　　　　　　加藤 謙一 副幹事

　卓話「新入会員イニシエーションスピーチ」
　　　　　　　　　　　　　　         不破 直行 会員

　会員増強委員会より報告　　佐野 洋一郎 委員長

　1969年7月8日産まれ、父がタツミ(81)、母がサトコ(84)、
姉が2人、妹1人です。
　幼少期、近所では評判の悪ガキでした。うちの長男は
僕にそっくりです。父に今までで一番怒られたのは、近
所の畑に忍び込んでサツマイモを拝借し、近くの田んぼ
で焚火をしていたら、通報され消防車がきた時でした。
今だと虐待になるのではないかほど殴られてこっぴどく
叱られました。興味あることが目の前にあるとすぐに走っ
て行ってしまう子供で、当時は怪我ばかりしていました。
写真はいつも頭に包帯を巻いているものばかりです。5
～6回ほど縫ったことがあると母から聞きました。
　昭和49年、父に連れられて行った名古屋球場で、観客
が大盛り上がりした中日ドラゴンズ優勝の瞬間を見て
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　OKUDA弁慶号RCCについて報告 大口弘和 創立会長



　名古屋市中区金山で育ちました。会員の山下さんの会
社であるアオイグラビアさんはご近所です。祖父・祖母・
父・母・弟の5人で暮らしておりました。祖父・祖母・父が
それぞれ自営業であった為、何不自由なく育ててもらうこ
とができたのだと思います。うちは敷島パンのパン屋さん
であり近くの工場へパンやお菓子を運ぶという業務を祖
母と母が行っておりました。その工場のひとつが山下さん
の工場でもありました。
　中学生の頃はブラスバンドを頑張っておりました。
　高校、大学は楽しかったなと思い返すような生活を

送っておりました。
　その後は東芝へ入社し、OA機器のインストラクターとし
てトヨタ自動車さんや中部電力さんなどの大手企業へプ
レゼンや販売などを行っておりました。同時に専門学校
の非常勤講師なども経験しておりました。その当時のあ
る先生からブライダル司会者の勉強を勧められて始めた
ことがブライダル業界へ入ったきっかけです。
東芝へ入社後、結婚、出産を経て、東芝を退職し在宅で
できる仕事を行っておりました。
　その後はブライダルの司会を行っており、所属事務所
が3年後になくなってしまいましたが、直接繋がりのある
お客様がいた為、ブライダルの仕事を続けることができま
した。そこで出会ったのが現在の株式会社ブラスの社長
と後輩で、その3人で株式会社ブラスの立ち上げを行い
ました。創立したのが20年前で現在では東証一部上場し
東海地区、大阪などで20店舗近くある大手のブライダル
会社へ成長しました。私は12店舗目くらいまでの創立を
してきました。社員の教育や、デザイン、運営、司会、衣
装関係等ブライダル全般を行っておりました。時代が変
わり、子供くらいの世代に突入した時2年程お休みを頂き
ました。
　2年間休んで別のことをしてみようとも思ったのですが、
やっぱり結婚式が好きだと思いました。また、時代の変化
によって大人数で行う形態から、結婚式を挙げない方や
少人数で家族だけにお披露目したい、家族・友人と二部
に分けて式を挙げたい、結婚式二回目などという、結婚
式に夢を抱いている方ばかりではなく、色んな事情を
持った方が思いの外多いことを知り、そんな結婚式のお
手伝いができればと思い、今までの経験や知識を生かし
て立ち上げたのが、株式会社DOUCE VIEという会社で
す。創業してやっと3期目に入ります。私と一緒に会社を
やっていきたい、新しいカテゴリーの結婚式をやりたいと
いう前の会社の仲間と一緒にお仕事をさせて頂いており
ます。手ごたえとしても、感謝の気持ちを伝える為に小規
模で行いたいという方が多くいらっしゃり、名鉄グランドホ
テルでもブライダルプロデュースを行うことになりました。
先日お越し頂いたコンセプトエフブンノイチというところが
直営一号店となっており、今後はブライダルプロデュース
業務をホテルなどで行っていけたらいいなと思っておりま
す。
　趣味はフラメンコです。靴裏についている釘で木を叩き
つけて踊るのですが、それがすごくストレス発散になり、
すっきりした私が帰ってくるので、スタッフは快く送り出し
てくれます。ゴルフは少しだけ行います。ルールがあまり
分からないのですが、今後は時間がありましたらお仲間
に入れて頂ければ嬉しいと思っております。宜しくお願
い致します。
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　卓話「新入会員イニシエーションスピーチ」
　　　　　　　　　　　　　　　　　永田 聡子 会員

野球に興味をもち、球児になりました。小学校の頃は父と
一緒に毎朝2キロ程走るなど厳しく指導されました。嫌々
ながらも続けることで、継続することや、人に迷惑をかけ
ないことを父から教育されました。そろばんも頑張ってお
りました。中部日本珠算協会では1級、日本商工会議所
のそろばんでは3級を取得しております。小・中は好き勝
手自由に色々やらせてもらっておりました。
　高校は野球がやりたくて東邦高校へ入学しました。東
海大会決勝戦の坂口先生の話をラジオで聞いていて心
打たれたということと、次年度から共学になるということが
決め手でした。
　入部希望者は入学してすぐ教室に集められました。
250人程おり、廊下まで溢れるほどでした。一般で入部す
るとグランドへは行けず、校舎裏の平和堂で夏まで体力
づくりでした。100段ある階段をおんぶ、抱っこで5往復
や、逆立ち1分間、スクワット、人乗せスクワットなどをや
り、あまりの厳しさに200人程いた生徒が毎日減っていき
ました。200…150…100…50…30人、一週間で15人程に
なり、夏まで残ったのが2～3人でした。卒業する頃には
一般入部者が8人のみとなりました。体力的にもきつかっ
たのですが、上級生の目や扱い、真夏に水が飲めな
かったことが非常にきつかったです。高校の時は理不尽
さや忍耐力を学びました。他にも中部地区の強化担当で
ある松岡先生には大変お世話になりました。クラスで喫
煙した人を注意せずいたことに対し、なぜ仲間を大切に
しないのか、いけないことは注意できるようになれと叱ら
れ、仲間を大切にすることを学びました。
　大学時代については一浪して中部大学に入学し、野
球を続けベスト9やMVPをとったりしました。
　社会人になり、新潟のホテルで出会った社長さんにJC
を教えてもらい、当時35歳で入会、山下さん、加藤謙一く
ん、鈴木拓将くん、河合さん、出口さん、田中ちゃん、河
村ちゃん、小林さんなどと出会うことができました。JCの
稲作体験事業という奉仕活動では大変勉強になり、ロー
タリーでも同じような奉仕活動ができればと思い入会しま
した。宜しくお願い致します。

西三河中分区

インターシティーミーティング

2018年2月24日(土)

【出席者】

出口茂・加藤謙一・清訓芳・牧野敬充・

増田盛英・水野紀孝・野村治・酒井俊皓・

佐野洋一郎・髙木勝・高木俊郎・

高橋勝之・遠山堯郎 お疲れ様でした。



例会後、第5回クラブアッセンブリー、
第9回定例理事会が開催されました。

3月8日(木)、名宮会ゴルフコンペ
が開催されました。

： 4月5日(木)　12:20～13:30
： ホテルナゴヤキャッスル3階「萩の間」
： 「Rotary Magic」
： 江崎 柳節 氏
： 第10回定例理事会

会 場
卓 話
卓 話 者
例 会 後

　名古屋宮の杜ロータリークラブ親睦活動委員長の高木
俊郎と申します。
　私たちは12月5日に加盟認証を受け1月19日に創立例
会、3月9日にチャーターナイトを行い創立から1年経ちま
した。
　当クラブの特徴は大きく分けて、①月2回の例会、②平
均年齢49.1歳、③RCC4団体の活動支援をしていること
の3つです。
①について
2016年4月のＲＩ規定審議会で大きく変わった定款を取り
入れ、例会を月2回にすることで、現役の若い方でも入り
やすいクラブになると考えております。
本来月4回顔を合わせるところ、2回しかないので、その
中でいかに親睦を深めるかが重要だと考えており、例会
時の席は委員会毎、血液型、誕生日など毎度様々なカ
テゴリで指定席にするなど工夫をしております。
創立から1年間、ロータリーの目的でもある親睦には特に
力を入れて活動してまいりました。
②について
40代後半のメンバーを筆頭に会員を募ったことが始まり
です。
この若さを生かしてフットワーク軽く活気あふれる活動を
展開していけたらと考えております。
③について
・OKUDA弁慶号
　1年かけて手作りした軽便鉄道用蒸気機関車「下工（く
だこう）弁慶号」の1/2モデルに，子供たちを乗せて走りま
す。「子供たちの夢と笑顔をのせて！」を合言葉に，病
院・幼稚園・市民祭り・ロータリーイベント等に出張し，す
でにのべ1万人の子供たちを笑顔にしています。
・NGUラブリッジ名古屋
　愛知県内のサッカークラブで、日本女子サッカーリーグ
（なでしこリーグ）に所属する唯一のクラブです。小学生
を対象としたサッカースクールの開催，ジュニアユースか
らトップチームまで様々なランクのチームの活動等を通じ
て，特に若年層の女子サッカーの普及発展に貢献して
います。
・リニモ沿線合同大学祭
　愛・地球博の会場周辺を走るリニアモーターカー「リニ
モ」沿線の11の大学の学生有志によって構成されていま
す。東日本大震災時に地域住民同士の繋がりが迅速な
救護活動に繋がったエピソードから，“助けを求め合える
まち”の実現を目指し，合同大学祭の開催，市民祭，清
掃活動等を通じて，地域コミュニティの強化，リニモ沿線
地域の魅力発信に貢献しています。
・わっしょい太鼓祭
　心を一つにして力を合わせる「和の精神」の醸成、地域
コミュニティの活性化を目的として開催される太鼓祭り
で，老若男女を問わず，幅広い世代の市民の交流の場
となっています。これまでに，大須観音，オアシス21，八
事山興正寺等の名古屋市内の主要地域で開催され，大
盛況を博しています。
　その他にも、昨年10月14・15日に行われたＷＦＦでは、
分区代表として当クラブ会員が代表を務める株式会社矢
場とんより出店をさせて頂きました。
また、ＲＣＣ4団体の1つである、わっしょい太鼓祭実行委
員会も出演させて頂き、雨の中会場を盛り上げてくれま
した。
　これまでの活動などを踏まえ私のたちの「10年後の名
古屋宮の杜ロータリークラブ」についてはこのように考え
ております。
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　当クラブは現在44名の会員がおりますがロータリー経
験者は5名のみで39名は新たなロータリアンであります。
私も新たなロータリアンの1人であります。冒頭にもあるよ
うに平均年齢も49歳と若いクラブでありますので日々とて
も賑やかに例会を開いております。
　私にとってロータリークラブのイメージは仕事で現役を
終えた頃に入会して友達と少しは世の中のために何か
するか？的な存在でしたので正直この歳でロータリアン
になるとは思っていませんでした。今回は親友からの誘
いで入会させていただきましたが、最初は本当にお付き
合いだけのつもりでした。しかし我々のクラブは経験者が
５名しかおりませんので何も分かっていない私達が役
員、理事、委員長をやるしかありません。右も左も分から
ないまま今は一生懸命ロータリーの事を教わっていま
す。たぶん他のクラブでしたらやらせてもらえない事をや
るしかない！今はみんなまだ分かっていない奴らの集ま
りかもしれませんが、10年後にはそんな経験を積んだ若
いロータリアンが集まる強いクラブになると信じています。
強気なことを言わせていただくと、我々が新しい形のロー
タリーを魅せていかなければ・・・なんて大それたことまで
できないかな？と楽しみにしています。
　まだまだ学ぶことだらけですが、今とても楽しいです。
今は一番笑顔溢れる名古屋宮の杜ロータリークラブを目
指して勉強していきます。
名古屋宮の杜ロータリークラブを末永くよろしくお願い致
します。

　インターシティーミーティング発表内容
　　　　　　　　　　　　　　　　高木 俊郎 会員

　次回例会　【第31回通常例会】
日 時


