
世界理解月間 
２月２１日（金） ２月２８日（金） ３月７日（金） ３月１４日（金） 
祝福 職場例会 12：30～ 理事役員会 11：30～ 卓話 
セブＲＣ帰国報告 トヨタ博物館 春日井警察署員表彰 小川 長君 

例

会

予

定   卓話春日井警察署長夏目佳明氏  
  ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp     E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 

本日のプログラム 
           司会   伊藤  純君 
・点 鐘            屋嘉比良夫君 

・ROTARY SONG 「我ら日本のロータリアン」 

・今月の歌      「銀色の道」 

・ビジター紹介         屋嘉比良夫君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・会長挨拶           屋嘉比良夫君 
・ＩＭ 

・幹事報告           加藤久仁明君 

・点 鐘            屋嘉比良夫君 

今月の歌 

銀色の道 

     遠い遠い   はるかな道は 

     冬の嵐が   吹いてるが 

     谷間の春は  花が咲いてる 

     ひとりひとり 今日もひとり 

     銀色の    遥かな道 

 

先週の記録 

会長挨拶       会長  屋嘉比良夫君 

皆さん今日は。1 月は何かと忙しく出掛ける事の

多かった 1 月も終わり、本日は早や 2 月 7 日第一

例会です。 
1 月はロータリーの会長として出席する会合もい

くつか有りました。そんな中、春日井青年会議所

（JC）の 2014 年 1 月ＪＣの定時総会に出席して

来ました。私も JC 卒業生でして、早いもので卒

業して 30 年目になりますが、定時総会そして懇

親会の内容や進行と言うか流れは、私の現役時代

と大きく変わっていませんでしたので、現役の頃

を思い出しました。私は 1991 年から 4 年間OB 

２０１４年２月１５日（土）第２１７３回（２月第２例会） 
 
 
会長をやらせて貰いましたがOB 会長の懇親会の

乾杯の音頭役も一緒で、余計になつかしく感じま

した。とにかく会員の皆さんは若くて良いですね。

団結力、行動力、企画力等素晴らしいですね。JC
は同世代の人達でビジネス面でも同じ様な立場で、

そして子育てにも一番大事で、大変な時期に仲間

同士と切磋琢磨し合い人生を学び、男を磨いてい

るのは素晴らしい事だと思います。私も JC 時代

がなつかしいです。元気よく横着もしましたが、

それ以上に色々と学ばせて頂きました。そして、

あれや、これやと言っている間に、今年 70 才に

なります。バリバリの高齢者です。 
日本はこれから超高齢化社会に突入します。多く

の高齢者を数少ない若者が何かと負担する社会に

なる訳です。年を重ねるのは皆一緒で弱っていき

ますが、身体だけならまだしも心の硬化した高齢

者にはなりたくないものです。妙なプライドを捨

て、他人への思いやりを持って成熟した高齢者に

なりたいものですね。日々自分の心身を振り返り

謙虚に誠実にお互いを尊重しつつ明るく楽しい人

生、ロータリーライフが送れるようにと感じるこ

の頃です。今後共よろしくお願い致します。 

 

幹事報告      幹事   加藤久仁明君 

第 8 回理事役員会報告  
日時：2014 年 2 月 7 日（金） 
審議内容 
第 1 号議案：1 月一般会計報告承認の件 
第 2 号議案：2014~2015 年度組織変更承認の件 
第 3 号議案：2014~2015 年度組織承認の件 
第 4 号議案：親睦家族会場所承認の件 伊勢方面 
第 5 号議案：第 3 回親睦ゴルフ承認の件  



3 月 26 日 愛岐 CC 
第 6 号議案：第 23 回全国高校剣道大会協賛金承

認の件¥50,000 円 
第 7 号議案：中日新聞広告費承認の件  
¥52,500 円 
第 8 号議案：ポイ捨て啓蒙活動参加承認の件  
3 月 9 日：落合公園 
第 9 号議案：職場例会、警察表彰例会予算承認の

件 
第 10 号議案：中部経済新聞広告費承認の件 

¥15,000 円 
上記審議事項すべて可決承認 

2014~2015 のための地区研修協議会開催の件： 
日時：2014 年 4 月 14 日受付 11：30~： 
会議 13：00~ 出席義務者；次年度理事役員他 
 
◎例会変更の案内 

名古屋守山 ２月２６日(水) ２月２６日（水) １６：００

   ＲＣ 
ＩＭの為 ウェスティンナゴヤキャッス

ル 

名 古 屋 北 ２月２８日(金) ２月２６日（水)１６：００ 

   ＲＣ ＩＭの為ウェスティンナゴヤキャッスル

瀬 戸 北 ２月２５日(火) ２月２７日（木)  

   ＲＣ 夜間例会の為 桃花林 

名 古 屋 東 ２月２４日(月) ２月２６日（水) １６：００

   ＲＣ ＩＭの為ウェスティンナゴヤキャッスル

名古屋名北 ２月２６日(水) ２月２６日（水)１６：００

   ＲＣ ＩＭの為ウェスティンナゴヤキャッスル 

あ ま ２月２４日(月) ２月２２日（土)１６：００ 

   ＲＣ ＩＭの為名鉄ニューグランドホテル

名古屋千種 ２月２5 日(火) ２月２6 日（水)１1：3０ 

   ＲＣ ＩＭの為名古屋東急ホテル 

名古屋アイリス ２月２６日(水) ２月２６日（水)１６：００ 

   ＲＣ ＩＭの為ウェスティンナゴヤキャツスル 

江 南 ２月２０日(木) ２月２０日（木)  

   ＲＣ RAC 合同例会の為 商工会館 

 

出席報告        委員長  伊藤 一裕君 

会員 58 名 欠席 21 名 出席率 80% 

先々週の修正出席 欠席 2 名 出席率 96.5%

 

ニコボックス報告    委員長   成瀬 浩康君 

○磯野君、速水君お二人の卓話を楽しみにしてい

ます。             屋嘉比良夫君 
○下手な卓話を聞いて頂くお詫びで。 

    磯野 俊雄君 
○よろしくお願いいたします。  速水 敬志君 
○磯野さん、速水さん卓話ありがとうございます。 

峠 テル子君 
○今日の卓話を聞くのを楽しみにしています。 

近藤 太門君 
○磯野君速水君両君の卓話を楽しみにしています。 

古屋 義夫君 
○旧友速水君の卓話デビューを祝して。 

青山 博徳君 
○磯野俊雄君の卓話を聞く喜びで。早川 八郎君 
○家内の誕生祝ありがとうございました。 

風岡 保広君 
○皇居、東宮のバラの剪定に行ってまいりました。 

北  健司君 
○磯野君、速水君の卓話を聞く喜びで。 
足立 治夫君  浅井 瀧治君  太田 弘道君    

岡嶋 良樹君  亀谷 鉦一君  加藤  茂君  

河村 哲也君  小島 啓冶君  志水ひろみ君  

芝田 貴之君  社本 太郎君  宅間 秀順君  

中島 宗幸君  名畑  豊君  中川  健君  

蓮野 美廣君  日比 雄将君  森田  誠君  

松尾 隆徳君  山田  治君  山田 倫章君  

和田 了司君 
○ご協力ありがとうございました。来週の IM に

つきましては例年通り全員引落しとさせて頂きま

すのでご了承ください。     成瀬 浩康君 
 
卓話             速水 啓志君 

愛知県春日井市に本社と、三重県・神奈川県に営

業所を置く、株式会社 速水運輸の速水でござい

ます。設立は平成元年で社員数は全営業所を合わ

せて５０名足らずの実輸送にこだわった物流事業

者です。 
仕事に対する転機は３０歳の時にＪＣに入会し９

６年にパソコンを覚え業務にＩＴを駆使した動態

管理システムや作業管理システムを導入したお蔭

で現在の繁栄があると感謝しています。 
そして１０年間、ＪＣ活動を行い卒業後は業界の

為に、私に何ができるかを考えトラック協会にも

進んで参加し志を同じくした同志と事業協同組合

を設立しました。設立当初は９社でしたが現在は

２５社に育っています。その主な活動はＩＴを使

った全国的な求車求貨システムへの参画、物流業

界の社会的地位向上を実現する為の人材育成に微

力ながら尽力を重ねております。 
この活動は私が現役な限り行いますが、５０歳の

区切りに異業種・他産業の皆様のご意見ご指導を

承れたらと考えていた矢先、古屋先輩にＲＣに誘

われ、迷わず入会、お仲間に入れさせていただき

ました。今後は皆様方に物流業界の窮地を訴え少

しでもご理解を頂き物流業界の社会的地位が少し

でも向上すれば悲惨なトラックを起因とした交通

事故や交通災害が無くなり平和で安全な社会にな

る事を願っています。もちろん自浄作用も大切で



他産業から見る物流業界の欠点、弱点をご教授頂

き是正に取り組みたく思っています。 
最後に趣味は海が好きで若い頃は水上スキーをは

じめマリンスポーツにはまりましたが最近は南の

島でスキューバーダイビングを楽しんだり、週末

には愛艇で四季を感じ、旬の魚を釣るのが楽しみ

です。 
 

卓話               磯野 俊雄君                              

本日は皆様の貴重な時間を頂いて、ありがとう

ございました。15 分間では何も話せませんがお許

しください。峠委員長様から、ロータリーの始め

の苦労話を話して下さいとの事。少しでも思い出

しながら、例会の場所で皆様にお伝えしようとし

ましたが、私は口下手ですので上手く話せません

でした。後から思い出しますと恥ずかしさが一杯

です。 
45 年振り返って考えますと、ロータリーの仕事

は一人ひとりが、「奉仕、サービス、人の為に、人

に喜んで頂ける事」をどれだけ実行できるか。出

来たら卒業だと思います。私はまだまだ出来ませ

ん。末期の年ですが頑張ります。 
ロータリーは異業種の集まりで、とても素晴らし

い“ロータリー学校”です。私はロータリーで人

間にして頂いたと思っています。ロータリーは気

軽に。難しく考えますと長続きしません。 
私はロータリーの職場例会で春日井の愛知電機株

式会社の川口会長様に「我以外は皆師である」と

教えて頂きました。この言葉は今も頭の中から離

れません。 
私は常々、近江商人の「三方よし」という言葉を

心に留めております。我々商人には大切な言葉で

す。 
今後もまだまだ皆様にはお世話になると思います。

老骨に鞭打って頑張り、身を粉にして生きるつも

りです。 
私は本年度雑誌委員ですので、ロータリーの友に

毎月目を通しております。私が常々思っておりま

す言葉を佐世保ロータリーの福田金哉様が 12 月

号でご投稿されております。私が卓話で皆様に伝

えたかった話ですので、ご披露させて頂きます。 
以下  
福田様の言葉です。 

『近年の RI の活動方針に疑問を持つ者として、

私はロータリーに関わりをもって以来、ロータリ

ーは自分の職業を通じて社会に貢献するという考

えで活動してきました。しかし近年の RI 活動方

針は「アイサーブ」から「ウイサーブ」に活動の

主力が移っている様です。このことが顕著に見ら

れるのが、RI が設立したロータリー財団の活動方

針がロータリー活動の主力となっている事です。

私はロータリー財団の活動方針には基本的に賛同

しており、今後もロータリーに在席させて頂いて

いる間は、ロータリー財団への寄付は続けるつも

りです。しかし、ロータリー財団への寄付は、個

人の意思ですべきであり、寄付を強制するような

風潮は作るべきではない。ロータリー財団の活動

は、集まった寄付金の範囲内ですべきだと思いま

す。 
私の座右の銘は、故佐藤千寿パストガバナ（第

2580 地区 東京ロータリークラブ）の講演でした。

【もともとロータリークラブというものは、「仲

間同士が助け合おう。自分の街を住み良くしよう」

という身近な問題から誕生したもので、身を捨て

て人類を救済しようという聖人の集まりではあり

ません】という言葉です。』 
 （第 2740 地区 長崎県タクシー業） 
私もこれからも原点を忘れずにいきたいものです。 
 

 

磯野俊夫君 卓話 
 

 

速水啓志君 卓話 

 


