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仲間を増やし、

思いやりの心を育もう

本日のプログラム

司会 加藤久仁明君

・点 鐘 風岡 保広君

・ROTARY SONG 「日も風も星も」

・今月の歌 「 琵琶湖周航の歌」

・ビジター紹介 風岡 保広君

・食事・歓談

・委員会報告

・祝 福

・卓 話 密蔵院 田村 園心住職

・卓 話 春日丘インターアクトクラブ

・幹事報告 北 健司君

・点 鐘 風岡 保広君

今月の歌

琵琶湖周航の歌

我は海の子 さすらいの

旅にしあれば しみじみと

のぼるさぎりや さざ波の

滋賀の都よ いざさらば

今月の祝福

会員誕生日

5日 伊藤 純君 22日 林 徹君

29 日 蓮野 美廣君

夫人誕生日

4 日 加藤 茂君・純子さん

4日 亀谷 鉦一君・貞子さん

6日 菅原 幹夫君・睦子さん

結婚記念日

21 日 名畑 豊君

２０１1年９月９日（金）第２０６１回（９月第２例会）

24 日 長谷川英輝君

30 日 加藤久仁明君

アテンダンス表彰

31 ヶ年 大橋 完一君

2 ヶ年 和田 了司君

先週の記録

会長挨拶 会長 風岡保広君

９月は、ロータリーの推進月間として、新世代の

ための月間になっております。

新世代奉仕について、２０１１年の手続要覧か

ら抜粋しますと、ロータリーの第５奉仕部門であ

り、その責務は、年齢３０歳までの若い人すべて

を含む新世代の多様なニーズを認識しつつ、より

よき未来をもたらすために新世代の生活力を高め

ることによって、新世代に将来への準備をさせる

ことである。すべてのクラブと地区は、新世代の

基本的ニーズを支援するプロジェクトに着手する

よう奨励されている。基本的ニーズとは、健康、

人間の価値、教育、自己開発である。新世代のた

めのＲＩ常設プログラムには、インターアクト、

ローターアクト、ロータリー青少年指導者養成プ

ログラム（ＲＹＬＡ）、ロータリー青少年交換があ

る、と記されております。

すでに皆さん御存知だと思いますが、インター

アクト・クラブに入会できる者は１２歳から１８

歳までの若者で、クラブの目標は、他人に対する

思いやりと、他人の力になる心構えを奨励し、こ

れを実践すること。など１０項目の目標をかかげ

実践している。現在、春日井ロータリー・名古屋



城北ロータリー・名古屋空港ロータリーの３クラ

ブで、春日丘高校のインタターアクト・クラブを

支援しています。

ローターアクトは、近隣地区内に居住し、就

職・就学している１８歳から３０歳までの若者

によって構成され、専門的技能および指導力を

要請することなど５項目の目標を掲げ活動する。

ということですが、現在春日井ロータリークラ

ブはこのローターアクトは結成しておりません。

ロータリー青少年交換は、年齢１５歳から１９歳

までの青少年に、母国以外の国を訪問したり、そ

こに留学したりする機会を提供するＲＩ常設プロ

グラムです。青少年交換には、１年ほどの長期留

学と数週間の短期留学制度などがあります。以上

が、新世代奉仕の概要ですが、 本年度、梅田新

世代委員長さんを中心に、委員会事業を推進して

いただいております。宜しくお願いいたします。

幹事報告 幹事 北 健司君

第 3 回理事役員会審議事項報告

① 8 月一般会計報告 承認可決

② 職場例会 中電浜岡原発見学の件 承認可決

③11月 9 日春日井 RC ゴルフ大会の件 承認可決

◎例会変更

愛知長久手 ９月１３日 (火) ９月１３日（火）

ＲＣ 例会場都合の為ござらっせ

岡 崎 南 ９月１３日 (火) ９月１１日（日）６：００～

ＲＣ 菅生川清掃の為 菅生川

あ ま ９月１２日 (月)

ＲＣ 家族会の為

名古屋名南 ９月１３日 (火) ９月１７日（土）

ＲＣ 補助金事業の為フットサルアリーナ

江 南 ９月１５日 (木) ９月１５日（木）１９：００～

ＲＣ RAC合同例会の為 商工会館

出席報告 委員長 蓮野 美廣君

会員 ５１名 欠席 14 名 出席率82.2%

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 中川 健君

○本日はよろしくお願いいたします。

加知 康之君

○加知君、中島君の卓話を聞く喜びで。

風岡 保広君

○加知さん、卓話で自己紹介楽しみにしています。

高橋 理江君

○中島・加知さん自己紹介よろしく！！

近藤 太門君

○台風 12 号当地への直撃だけは困るよー。

宅間 秀順君

○写真展無事終了しました。ありがとうございま

した。 北 健司君

○卓話を聞く喜びで。

足立 治夫君 浅井 瀧治君 場々大刀雄君

長谷川英輝君 蓮野 美廣君 林 鑛三君

林 憲正君 林 徹君 磯野 俊雄君

伊藤 一裕君 加藤久仁明君 加藤 茂君

貴田 永克君 小島 啓冶君 名畑 豊君

太田 弘道君 岡田 義邦君 志水ひろみ君

清水 勲君 社本 太郎君 峠 テル子君

塚本 兼光君 和田 了司君 屋嘉比良夫君

山田 治君

○いつもニコボックスをご利用ありがとうござい

ます。 中川 健君

卓話 中島 泉君

四分の三世紀を振り返る

本年７月１日に岩田先生のご紹介で伝統ある春

日井ロータリークラブに入会させていただきまし

た中島です。手短かに自己紹介をさせていただき

ます。

出生は昭和１５年の名古屋市です。昭和４０年

に名古屋大学医学部を卒業した後大学院に進み、

基礎医学を学びました。専門は免疫学です。昭和

５２年から５３年にかけてロンドン大学に留学、

帰国後昭和５６年に名古屋大学医学部免疫学講座

の教授を拝命しました。

「自分（自己）」と「自分でないもの（非自己）」

を生物学的に見分ける「免疫」の働きに興味を持

っています。この働きが失われると、エイズ等が

発症します。逆にこの働きが強すぎると花粉症な

どのアレルギーや関節リウマチなどの自己免疫病

が発症します。この免疫の働きを医学的に調節す

る方法を研究してきました。

名古屋大学で平成９年から医学部長を、そして

平成１５年から副学長を各２年間務め、大学組織

の管理運営の仕事に関わりました。その関係で、

何度か「記者会見」も経験しております。

平成１７年に名古屋大学から春日井市の中部大

学に移り、医療系の新学部をつくる計画に関わっ

てきました。平成１８年には、生命医科学科（日

本初）と保健医療学科の２学科で構成される生命

健康科学部の設置が認可され、昨年（平成２２年）

１回生が社会に巣立っていきました。幸い、関係

の国家試験の合格率、就職内定率ともに 100%を

達成することができました。その後、この学部に

理学療法学科、作業療法学科、臨床工学科、スポ

ーツ保健医療学科の４学科を置き、地域の保健と

医療に貢献できるさまざまな職種の医療人を育て

る努力を続けております。

小学生から高校生までの間は自他ともに認める

本の虫で、書籍の種類を問わず乱読しました。現



在の趣味はと問われると答えに窮しますが、国

の内外の旅行と街歩き、絵画、音楽、映画等の鑑

賞は好きです。中学・高校の頃、姿三四郎に憧れ

て柔道部に入ったりもしましたがもちろん憧れに

終わりました。好きな言葉は、「ものごとの本質を

見 る」で、できる限りそうした境地に近づく

ことができるよう今でも努めております。

卓話 加知 康之君

私は、1962 年 1 月 3 日生まれの 50 歳です。

岐阜県可児市の農家に生まれました。小さい時か

ら畑仕事を手伝わされ特に夏休みは川へ遊びに行

きたいのに、いつも昼からになると市場に出荷す

るトマトを拭いていた記憶があります。畑によく

行っていたので、苗や花を見ただけで何の野菜か

判りますし、野菜の旬の時期も自然に覚えました。

ちょうど今の時期の食卓のおかずは、朝昼晩と夏

野菜の旬であるナスとピーマンの煮物・焼いた物

ばかりを食べていました。今でもナスとピーマン

の煮物を食べると、小学校の時の記憶が思い出さ

れます。本日の食事にもナスが入っており、記憶

が思いだされます。それほどです。

私の職歴は、昭和 59 年に信用金庫に入庫し最

初の配属は可児支店でした。当時は現在のように

職員間のコミュニケーションを大切にしなさいと

か、何か困ったことがあったら相談しなさいとい

う時代ではありませんでした。全て会社優先で、

当時の支店長はものすごく恐かったことを記憶し

ています。昭和 63 年に名古屋支店に転勤、昭和

天皇が崩御されました時には、半旗を掲げ営業を

自粛しました。当時はバブル真っ盛りで仕事が楽

しくて、がむしゃらにやっていました。平成 3 年

転勤により江南支店新店舗開設、大変激戦区で苦

労しました。平成 7 年本店営業部に転勤、管理職

となり融資部門を担当。平成 11 年次長で白川支

店に転勤、お茶とヒノキに囲まれたのどかな時代

でした。平成 13 年笠原支店に転勤、平成 15 年初

めての支店長として鵜沼支店に転勤、平成 18 年

旭ヶ丘支店転勤、取引先は美濃焼陶磁器の卸商社

が大半を占めておりました。平成.21 年笠原支店

転勤、笠原町では全国タイル生産量の 80％が造ら

れていて、取引先はタイルメーカーが主力でした。

平成 23 年鷹来支店に転勤、これを機会にロータ

リークラブに入会させて頂くことができました。

今後ともご指導の程よろしくお願い致します。

趣味というほどでもないですが、今の時期鮎の

友釣りを一生懸命やっています。ホームグランド

は飛騨川水系の白川を中心としていますが、9 月

の後半には毎年富山の神通川に遠征しております。

最後に、私のモットーは『できない理由を言わ

ないこと、今できることを探して動くこと』を常

に考え行動しています。

(卓話 中島 泉君)

(卓話 加知 康之君)

(9 月 16 日(金)座禅例会場所の地図 蜜蔵院)

(９月１２日(金) 十五夜)


