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ニュートンのリンゴの木 ニュートン科学館 

本日のプログラム 
           司会   青山 博徳君 
・点 鐘            志水ひろみ君 

・ROTARY SONG    「日も風も星も」 

・今月の歌     「春の小川」 

・ビジター紹介         志水ひろみ君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・会長挨拶           志水ひろみ君 
・ロータリーの森例会 

・幹事報告           長谷川英輝君 

・点 鐘            志水ひろみ君 

 

今月の歌 

春の小川 

 

  春の小川は   さらさらいくよ 

 岸のすみれや  れんげの花に 

  すがたやさしく 色うつくしく 

  咲いているねと ささやきながら 

 

先週の記録 

幹事報告      幹事   長谷川英輝君 

訃報 

チャーターメンバーの磯野俊雄君が 3 月 27 日に

ご逝去されました。社葬の案内が届き次第、会員

の皆様にご連絡差し上げます。 

 理事会 

本日の第 10 回理事役員会において下記全て承認

されました。 
第 1 号議案：3 月一般会計報告書承認の件 

２０１６年４月８（金）２２７４回（４月第２例会） 

 
また、報告事項は下記のとおりです。  
① 東港ＲＣ交流会決算報告 

 その他 

①２０１６年４月のロータリーレートは、１ドル

＝１１６円 
② 国際ロータリーの facebook ページ日本語版

が開設 

次週予告    

4 月 8 日（金） 12：30～ ロータリーの森例会 
雨天の場合は商工会議所１階にて開催 
 

◎例会変更のお知らせ 

名古屋丸の内 
ＲＣ 

４月２１日(木) ４月２１日（木）１８：３０ 

古本回収例会の為 クレストンホテル 

犬 山 ４月２６日(火) ４月２６日（火） 

   ＲＣ 早朝例会の為 成田山 

名 古 屋 守 山 ４月２０日(水) ４月２０日（水） 

   ＲＣ 家族会の為 姫路城方面 

尾 張 中 央 ４月２０日(水) ４月２０日（水）１８：３０ 

   ＲＣ 夜間例会の為名鉄グランドホテル

名 古 屋 大 須 ４月２１日(木) ４月２１日（木）１７：００ 

   ＲＣ チャリティーコンサートの為 日本特殊陶業

 

 

出席報告       委員長  古屋 義夫君 

会員 61名 欠席24名 出席率61% 

先々週の修正出席 欠席0名 出席率100% 

 

 

 

 

会      長 ： 志水ひろみ 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30

副  会  長 ：名畑  豊 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

幹   事 ：長谷川英輝  事 務 局 ：春日井市鳥居松町 5-45

会報委員長 ：成瀬 浩康  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

   Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 



ニコボックス報告    委員長   岡嶋 良樹君 

〇ガールスカウト活動支援します。下田さん卓話 
楽しみにしています。磯野俊雄さん、ありがとう

ございました。         志水ひろみ君 
〇下田会員の卓話を楽しみに。誕生日のお祝を受

けた喜びで。          貴田 永克君 
〇蓮野会員には障害者グループホーム、サンライ

ズ豊田の本社新築工事、五ヶ丘大和幼稚園認定こ

ども園大規模増改築工事に当り、卓越した技術と

人材を駆使して竣工して下さいました。誠にあり

がとうございました。      小川  長君 
〇祝福の皆さんおめでとうございます。 
                近藤 太門君 
〇祝福、おめでとうございます。 近藤 秀樹君 
〇磯野先輩安らかにお眠り下さい。和田 了司君 
〇祝福される皆様、おめでとうございます。 
                宅間 秀順君 
〇入会後、初めての例会参加です。よろしくお願

いします。           藤川 誠二君 
〇下田さんの卓話楽しみにしています。 
                長谷川英輝君 
〇卓話たのしみにしています。  速水 敬志君 
〇本日、卓話を始めてさせて頂きます。よろしく

お願い致します。        下田 育雄君 
〇結婚記念日の祝福、ありがとうございます。 
                屋嘉比良夫君 
〇卓話を楽しみにしています。  山田  治君 
〇今年も四分の一過ぎました。一日一日を大切に 
                青山 博徳君 
〇祝福の皆様おめでとうございます。 
                古屋 義夫君 
〇祝福を受ける喜びで。     北  健司君 
〇磯野さん、宇奈月の宿で夜遅くまでロータリー

の事を教えていただきありがとうございました。 
あの時の時間は私の宝物になりました。本当にあ

りがとうございました。     成瀬 浩康君 
〇結婚記念を受けた喜びで。   早川 八郎君 
〇祝福のみなさま、おめでとうございます。 
                大原 泰昭君 
〇妻の葬儀に多くの方に参列いただき、ありがと

うございました。        林  憲正君 
〇卓話、楽しみにしています。長女が大学入学式 
でした。            芝田 貴之君 
〇磯野さん、お世話になりました。蓮野 美廣君 
〇祝福おめでとうございます。卓話を聞く喜びで。 
足立 治夫君  伊藤 一裕君  梅村  守君 
岡田 義邦君  加藤久仁明君  加藤  茂君 
風岡 保広君  加藤 宗生君  川瀬 治通君 
清水  勲君  社本 太郎君  名畑  豊君 
場々大刀雄君  薮下 尚武君 
〇御協力、ありがとうございます。岡嶋 良樹君 

  

卓話             下田 育雄君 

自己紹介 

みなさんこんにちは。この度 2 月に入会させて

頂きましたソニー生命保険の下田育雄と申します。

春日井青年会議所時代、私が副理事長時代に理事

長として面倒を見て頂いた芝田貴之君と、同じく

春日井青年会議所での入会同期となる大橋省吾君

からのご縁がありまして、この歴史と伝統のある

春日井ロータリーに入会させて頂きましたこと、

改めて感謝申し上げます。本日 15 分というお時

間を頂きましたので、人生の大先輩である皆様の

前で、大変恐縮ではございますが、無駄な時間と

ならないよう精一杯頑張らせて頂きますので、何

卒よろしくお願い申し上げます。 
 私は昭和 50 年 10 月 10 日生まれの、現在 40
歳であります。この昭和 50年という時代ですが、

今回お話しさせていただくあたり、どんな時代な

のかと思い振り返りましたら、こんな時代でした。 
 昭和 50 年 4 月 30 日 ベトナム戦争終結、昭和

50 年 6 月 3 日 佐藤栄作首相死去、それから、こ

の年の 11 月には第一回のサミットがフランスで

開催されたという年でした。ちなみに、この年の

流行歌は、「シクラメンのかおり」「昭和枯れすす

き」「『いちご白書』をもう一度」などになります。

ぜひ、こうした曲をカラオケで歌われる際には、

私のことを思い出していただけると、昭和 50 年

の生まれがいがあるのかなと思っております。 
 また、私の父は下田修次といい、屋嘉比先輩は

じめここにいらっしゃいます春日井青年会議所の

大先輩の方々に可愛がっていただきました。 
さて、昭和 50 年の体育の日に生まれた私は、

体育の育に、祖父から一文字、英雄の雄という字

を頂き、育雄と、実に安易な発想で名前を付けら

れました。生まれこそ、篠木町ですが、保育園時

代に高蔵寺ニュータウンに引っ越し、藤山台中学

校、春日井高校と進学し、一浪ののち、東京にあ

ります明治学院大学法学部政治学科に進学いたし

ました。この時、大学に行くことができなかった

父と母の想いを私なりに汲んだ将来の夢は「大学

で学ぶことで将来生計をたてられるようにした

い」というものでした。もともと、中学・高校生

の頃に、漠然と政治家に関心があった私は、地盤

（人脈）も看板（知名度）も鞄（お金）もない大

学時代、結党直後の民主党候補者の事務所のドア

を叩き、選挙活動を手伝わせて頂き、また、秘書

のアルバイトをさせて頂くなど生きた政治を学ぶ

学生時代を過ごしました。しかしながら、政治を

間近で見れば見るほど、「政治家という仕事はこ

の日本国を良くする仕事なのか」という疑問が湧

き上がり、次に志した夢は、前の大河ドラマ「花

燃ゆ」でも話題となりましたが、吉田松陰先生の

様に次代を担う人材を育成できるような人を育て



たいという想いで、大学教授を目指すようになり

ました。明治学院大学を卒業後、上智大学大学院

外国語学研究科国際関係論専攻で国際政治を学ぶ

中、2002 年の 12 月に実家の母から一本の電話が

かかってきました。「お父さんが入院した」。今ま

で、健康だけが取り柄だった父の突然の入院は、

とても大きな衝撃でした。原因は幼少期に負った

大やけどを遠因とする、過労による腎不全でした。

数年後には、人工透析も視野に入れねばならず、

それはつまり、いつまでも働き続けることはでき

なくなることを意味していました。 
 経済的に先立つものがなくなった私は、それ以

上の進学を断念せざるを得ず、急遽就職活動を始

めることとなりました。2003 年、まだまだ失われ

た 10 年と言われ、不景気感が色濃く残る時代の

中、地元に戻っての就職ということで、2003 年に

名鉄不動産に就職しました。名鉄不動産ではマン

ション販売を手掛け、営業マンとしての社会人生

活をスタートさせました。名鉄不動産で働き始め

て 1 年半、いろんな縁が繋がり、現在勤めるソニ

ー生命からヘッドハンティングの電話が入り、半

年後の2005年5月にソニー生命に入社しました。 
 現在、ソニー生命では、個人様と法人様の生命

保険のコンサルティングを行っております。イギ

リスでは生命保険にこんなニックネームがついて

います。「ラストラブレター」。お金で愛情を買う

ことはできませんが、残すお金に愛情を込めるこ

とはできます。具体的には、個人様におかれては、

生命保険は加入すればそれで目的が達成できるも

のではなく、大切なことは、誰の人生を何のため

に守りたいのかというその保険の目的を明確にし

た、生命保険の本質をしっかりと伝えること。企

業様の保険では、どのように会社の未来像、経営

者の方と従業員皆様、そしてそのご家族の生活を

守っていくのかを考えて保障を作る。そうした生

命保険の本質を伝えるということを自らの使命と

して、現在、私は生命保険業に携わらせて頂いて

います。製造業の方々が多数見える場で、大変恐

縮ですが、モノづくりおいて大切なことは「作り

手の想い」と伺っています。実は金融商品も同じ

ではないかと思います。単にお金が増える、節税

になるということではなく、その金融商品をどの

ように組み合わせることでクライアントの問題解

決に寄与するのか。その商品の提案内容が、私の

「作り手の想い」と同義になると考えています。 
その為に、大切にしていることが、まずはお客

様の為に貢献するという「義」を以て始めるとい

う先義後利という言葉です。ややもすると、自分

の弱い部分が出てしまい、先に自らの「利」を考

えてしまいがちな時もゼロではありませんが、こ

の春日井ロータリークラブでの活動を通じて、先

義後利の実践者となれるような学びを得ていきた

いと思っています。 
 振り返ると、中学高校時代に政治家に憧れ、そ

の後、大学教授をめざし、マンションを販売し、

生命保険のコンサルティングを行う。こうした夢

や職業選択に共通している、私の根底に流れてい

る信念は「自分の生きた証を、縁があってつなが

った方々一人でも多くの友人・仲間の中に残して

いきたい」ということだと思っています。政治家

は言うまでもなく、大学教授として「この先生か

ら学べて良かった」マンションの営業として「あ

の人から、マイホームを購入できてよかった」そ

して現在はソニー生命のライフプランナーとして

「あの人に相談したことで、一生を安心して暮ら

せた」「あなたが担当だったおかげで、会社と従業

員を守り続けることができた」と言っていただけ

るような、人の生きた証が他人の人生の中にしか

記録できないとしたら、人類の、世界の、日本の

というような大きな歴史に名前を残すことがなく

ても、確かにそこにいる大切な人たちの中に、自

分の生きた足跡が残し、それが子供につながりさ

らにその先へと、「縁」が巡り巡って、「円」にな

るような、そんな生き方を目指して生きたと思っ

ています。 
 最後となりますが、昨年 40 歳を迎え、今年 41
歳にある私は、孔子先生が言う不惑の年となりま

した。迷い悩むことの連続ですが、自分の人生を

何を目的として、どのように歩みを進めていくの

か、拙いながらもこうして芽生えた自らの信念に

ぶれることなく日々成長を積み重ね、50 歳の時に

は胸を張って知命の年を迎えられるように日々精

進を重ねていきたいと思います。 
かつて、ドイツの名宰相ビスマルクはこう残し

ました「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」

と。ロータリークラブで、多くの諸先輩方が成功

者として積み重ねてこられた歴史を学ばせて頂き

たいと思っております。これからも、末永いお付

き合いをさせて頂ければと思っております。よろ

しくお願い致します。 
 

 



 
会員誕生日お祝い

 

結婚記念日お祝い

 
アテンダンス表彰

 

地区出向委嘱状授与 

 

ガールスカウト助成金贈呈 

 

卓話 下田育雄君 

 

セブＲＣからの記念品 

 

磯野さん謹んでお悔やみ申し上げます 


