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植物園 ニュートンのリンゴの木
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本日のプログラム

２０１４年１０月１７日（金）２２０４回（１０月第３例会）

司会
和田 了司君
・点 鐘
加藤久仁明君
・ROTARY SONG 「われら日本のロータリアン」
・今月の歌
「紅葉」
・ビジター紹介
加藤久仁明君
ブルック・マップストーンさん（レディオブザレイク）
リンダ・スワンソンさん

（随行者）

・食事・歓談
・委員会報告
・祝 福
・ケローナ青年大使
・幹事報告
・点 鐘

近藤 太門君
加藤久仁明君

今月の歌
紅葉
秋の夕日に
照る山紅葉
濃いも薄いも 数ある中に
松をいろどる 楓や蔦は
山のふもとの 裾模様
今月の祝福
会員誕生日
17 日 足立 治夫君
30 日 高木
夫人誕生日
5 日 岡嶋 良樹君・美穂さん
6 日 清水
勲君・政子さん
30 日 加藤 宗生君・典子さん
結婚記念日
3 日 塚本
9 日 松尾
18 日 伊藤
19 日 岡田

兼光君
隆徳君
正之君
義邦君

5日
11 日
18 日
22 日

小島
山口
社本
磯野

修君

啓冶君
由起君
太郎君
俊雄君

職業奉仕・米山の月間
１１月１.２.３日
例 １０月２４日（金）
会 夜間例会１８時～ 10 月 31 日（金）変更
予 ホテルプラザ勝川 ＷＦＦ
定
ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp

先週の記録
会長挨拶
会長
加藤久仁明君
今月は、職業奉仕月間と米山月間、ロータリー
財団月間の月です。職業奉仕に付いては、当クラ
ブには、数年前に地区の職業奉仕委員長をされた
場々さんがお見えですので新しく入られた方で、
詳しくお聞きになりたい方は、場々さんにお聞き
ください。当クラブの職業奉仕委員会の事業は、
第一点、職場例会の実施です。昨年は長久手のト
ヨタ博物館での職場例会、その前は数年続けて中
部電力の原子力発電所、火力発電所、ソーラー発
電所の見学の職場例会、航空、陸上自衛隊、中部
国際空港での職場例会、等過去に実施していまし
た。その前には、メンバーの企業での職場例会も
行っていました。今年も年明けに職業奉仕委員会
が企画致しますので楽しみにしていて下さい。第
二点は、警察署員、消防署員、自衛隊員の表彰と、
署長等の卓話の例会を企画しています。
次にロータリー財団に係わる事業に付いて説明
します。地区のロータリー財団には当クラブ一人
当たり、150 ㌦を基金として寄付しています。こ
の財団の資金を活用し出したのは 5 年ほど前から
で、一昨年には、今年も 11 月 8 日に行う「春日
井市福祉のつどい」でのサボテン鉢植え事業で財
団資金を活用しました。
ロータリー財団の資金は、
基本的に継続事業、周年事業には使えません。新
規の事業企画して申請しなければ出来なく、その
事業の予算の最大半分が地区ロータリー財団委員
会が承認すれば下りてきます。今年は、昨年 45
周年の記念事業として、春日井市緑花植物園に植
樹した「ニュートンの林檎の木」にまつわるニュ
ートンの万有引力の実験器具、ニュートンの発明

１１月８日（土）
１１月７日（金）変更

福祉のつどい

１１月１４日（金）
祝福
卓話

サボテン事業
春日丘ｲﾝﾀｰｱｸﾄ
E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp

品のパネルを春日井市青少年自然の家に、寄贈す
る事業で申請し、45 万円が地区から入金していま
す。今、市役所と寄贈式典日を調整しています。
年明けの 2 月頃の土日に決める予定ですので例会
としますので皆様の出席をお願い致します。
メンバーの山口由起君から 200 万円を、山口さ
んと春日井ロータリーと名前で、春日井市に新し
く出来る老人福祉施設に寄付をすると言う事で、
本日寄贈されました。近日中に市長にアポイント
を取り、寄付をしに行ってまいります。

○小牧ＲＣ
１０月２９日（水）は休会
○名古屋アイリスＲＣ １０月２９日（水）は休会
○豊田東ＲＣ
１０月２９日（水）は休会
○名古屋城北ＲＣ
１０月２８日（火）は休会
◎ビジター紹介
○名古屋守山ＲＣ
出席報告
会員 58 名
先々週の修正出席

幹事報告
幹事
近藤 太門君
第４回理事役員会において可決承認事項
※ ９月の一般会計報告を承認
※ １１月８日（土）
「福祉の集い」への交通手段、
集合時間等々、細目の報告があり、
了承されました。
※ 第１回指名委員会の構成委員を発表し、委員
全員の承認、了承されました。それに伴い、
第１回の指名委員会を１０月１７日（金）午
後６：００～開催を了承されました。
※ １２月１９日のクリスマス会の提案があり、
一部修正し可決了承されました。
報告事項
※ 先の「広島豪雨災害」への義捐金として 10 万
円を振り込みした。
※ 10 月 6 日に「名古屋空港ＲＣ」の創立 40 周
年記念式典があり、加藤会長と幹事と二人で
出席して来ました。
例会で、お話がありました様に山口由起君から、
クラブを通して春日井市の高齢福祉への資金寄付
がありましたので、先方様にお渡しをして来ます。
◎例会変更の案内
犬

山
ＲＣ

ガバナー公式訪問の為 犬山ホテル

愛知長久手
ＲＣ
名古屋清須
名 古 屋 東
ＲＣ
戸

北

家族会の為 名古屋科学館
１０月２８日(火) １０月２８日(火)

１０月２７日(月) １１月３日(月)

ＷＦＦの為 久屋大通公園
１０月２８日(火) １０月２３日(木)

夜間例会の為 THEPARKBANQUET

ＲＣ

羽

１０月２８日(火) １０月２６日(日)

委員長
欠席 16 名
欠席 1 名

加藤久仁明君
力君
伊藤 純君
出席率 73%
出席率 99%

ニコボックス報告
委員長 古屋 義夫君
○例会最後の挨拶をします。
山口 由起君
○山口由起さんの卓話に！！
近藤 太門君
○山口さんの元気な顔をみて嬉しくなって
亀谷 鉦一君
○お花をありがとうございました。妻も大変喜ん
でおりました。
岡嶋 良樹君
○週末の高蔵寺フォークジャンボリーの晴天を願
って。
青山 博徳君
○卓話
貴田 永克君
○本日も有難うございます
大橋 省吾君
○卓話を楽しみにしています
長谷川英輝君
○永い間お世話になりありがとう！益々お元気
で！
松尾 隆徳君
○卓話
山田
治君
○卓話
和田 了司君
○卓話を楽しみにしております
古屋 義夫君
○今日も宜しくお願いします
足立 治夫君
加藤久仁明君
梅田 英夫君
山田 倫章君
速水 敬志君
太田 弘道君
河村 哲也君
北
健司君
小島 啓冶君
志水ひろみ君
清水
勲君
社本 太郎君
杉山 孝明君
杤本 正樹君
宅間 秀順君
名畑
豊君
成瀬 浩康君
中川
健君
新美 治男君
場々大刀雄君
蓮野 美廣君
屋嘉比良夫君
加藤
茂君
林
憲正君
加藤 宗生君
○ご協力ありがとうございます
古屋 義夫君

植樹例会の為

ＲＣ

瀬

１０月２８日(火) １０月２８日(火)

会長
河本

島
ＲＣ

１０月２８日(火) １０月２８日(火)

職場例会の為自動車整備振興会

◎例会休会のお知らせ

ロータリーへの思い
山口 由起君
私ほど幸運な人間は世界にいないと思います。本
名は昭一で、ロータリーには「由起」で参加して
いますが、これは幸運の元の名前です。古くから
のロータリアンの方はご存じだと思うが、この名
前は”乞食”に付けてもらった名前です。春日井
ロータリークラブには 13 年間お世話になって、
今日こうしてお話しすると万感の思いです。清水
君、加藤君、志水君、加藤先生、お世話になりま
した。ピアノの先生ありがとうございました。皆
さん一人ひとりに思い出深く、去っていくのは私

の人生において寂しいことですが、健康上の制約
があり、まだ元気なうちに、と考えました。実は、
体調を整えながらまた「18 日から客船クルーズ」
へ行ってくる予定です。そして今日、春日井 RC
の会員として、春日井 RC の名誉のために春日井
市へ 200 万円寄付をさせて頂きます。
私は昭和 3 年 6 月 2 日生まれの 86 歳です。法
政大学卒で親の薦めで木材業を始めまして、現在
名古屋一の売り上げと利益を誇る木材関係の会社
として生き残ることができました。私は「人のや
ってないことをやろう」と製紙の原料として木材
チップを王子製紙へ納めることを考えたが、幸運
にも農林大臣をされた経済学教授の波多野鼎先生
が、当時 20 人の小さな会社の会長を引き受けて
頂きました。お蔭で一発で王子製紙の納入が決ま
り、それからというもの王子製紙の会長、社長と
対等にものが言えるようになりました。現在、製
紙関連から電力へ事業が移り工業化が進みました。
新幹線沿線の工場でできる木材チップは名古屋や
川崎のバイオマス発電所で発電の燃料として使用
されています。そんな状況の中、息子に社長を譲
って、会長となってからは世界一周の船旅行に 3
回行き、すでに『飛鳥』にも通算５００泊という
ことで表彰をうけました。
3 年前の東北の大震災の時は、テレビで惨状を
目の当たりにして涙が止まりませんでした。震災
翌月の全社員の報告会で社員が募金を集めていた
ので、
「社員がやるなら俺も」ということで、即決
で 1000 万円寄付しました。それ以降、東北の方
といろいろ贈り物のやりとりなど交流が続いてい
ます。
南米ブラジルからアルゼンチンそしてメキシコ
へ旅行したときに、メキシコでお土産の最高品質
のオパールを見ました。素晴らしいけれどもお金
もないので帰ろうとしたところ、私のロータリー
バッヂを見て「ロータリーの方ですか？持って行
ってください」と当時 100 万円するものを掛けで
買うことになりました。海外へ行くとこのロータ
リーバッヂは信頼の証です。ロータリアンとして
名誉に感じて頂きたいです。
幸運なこととして、新幹線が開通するときに１
ｍほど工場が線路用地にかかりました。社屋を全
面移転することを考えたところ、王子製紙の部長
が「このチップの会社は重要な原料源である、王
子製紙の操業へ支障がある」と国鉄へ掛け合って
くれました。その結果、松河戸にある王子製紙の
用地を借りるとともに、春日井市の工場誘致にも
合致して移転することができたのです。
またロシアのナホトカで日本人として初めて取
引をしたが、木材を買占め、運があり大儲けする
ことができた。やはり人のやっていないことをや
らないといけないと実感しました。

このように私の人生は幸運なことだらけ、お金
も十分あり、安心しています。これからもロータ
リークラブにお世話になれるよう健康管理に気を
付けたいと思います。本当にロータリークラブに
入ってよかったなと思っております。

春日井市への寄付

ロータリーへの思い

山口 由起君

