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本日のプログラム

司会   大橋 省吾君

・点 鐘           近藤 太門君    

・ROTARY SONG  「日も風も星も」

・今月の歌      「風」 

・ビジター紹介        近藤 太門君   

   ガバナー補佐   鈴木  文勝君

   地区副幹事    小酒井比呂志君

   地区スタッフ   上田  和志君

   分区幹事     中村   明君

   分区副幹事    水野  満義君 

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶

・幹事報告          加藤 宗生君 

・点 鐘           近藤 太門君

今月の歌 

風 

    人は誰も   ただ一人旅に出て 

    人は誰も   ふるさとを振りかえる 

    ちょっぴりさびしくて 振りかえっても 

    そこにはただ風が   吹いているだけ 

    人は誰も   人生につまづいて 

    人は誰も   夢やぶれ振りかえる 

先週の記録    

幹事報告       幹事  加藤 宗生君 

次週予告

９月１５日（金））ガバナー補佐との座談会

１１時３０～ 若草

２０１７年９月１５日（金）２３３８回（９月第３例会） 

例会 １２時３０分～

第 2 回クラブ協議会 １３時３０分～

ネクタイ着用   クラブ計画書持参 

◎例会変更のおしらせ

小 牧 ９月27日（水）9月24日（日） 

Ｒ Ｃ 周年記念事業の為 パークアリーナ小牧  

名 古 屋 東 ９月２５日（月）9月26日（火）１２：３０～ 

Ｒ Ｃ ガバナー公式訪問の為 東急ホテル

江 南 ９月２８日（木）１９:００～ 

Ｒ Ｃ 夜間例会の為  

◎例会休会のおしらせ

○岡崎南ＲＣ     ９月１９日（火）休会    

○名古屋守山ＲＣ   ９月２０日（水）休会 

○名古屋葵ＲＣ    ９月２１日（木）休会 

○名古屋北ＲＣ    ９月２２日（金）休会 

出席報告 委員長 梅村  守君 

会員 54名 欠席21名 出席率61.1％ 

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   芝田 貴之君 

○祝福と下田さんの卓話を楽しみに近藤 太門君

○卓話頑張ります。       下田 育雄君 

○祝福のお花を頂きありがとうございました 

加藤  茂君 

○昨日の勉強会には沢山の方に参加していただき

ありがとうございます。     川瀬 治通君 

○社本様1日のバッハ・メンデルゾーンのお話あ

りがとうございました。     足立 治夫君 

会      長 ：近藤  太門 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：加藤 久仁明 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

副  会  長 ：野浪  正毅 事 務 局 ：春日井市鳥居松町5-45 

幹      事 ：加藤  宗生  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

会報委員長 ：古屋  義夫 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

   Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 



○写真展の準備できてますか   青山 博徳君 

○アテンダンス表彰を受ける喜びと、下田会員の

卓話を楽しみに。        小川  長君 

○皇居、東宮御所のバラの剪定に行って参りまし

た。陛下に労いと感謝のお言葉を賜りました。 

北  健司君 

○祝福の皆様のお祝いと 下田さんの卓話を楽し

みにいています。 

稲垣 勝彦君  梅村  守君  大橋 省吾君 

大畑 一久君 小野寺 誠君  小柳出和文君   

加藤久仁明君  加藤 宗生君  貴田 永克君  

近藤 秀樹君  清水  勲君  社本 太郎君 

宅間 秀順君  峠 テル子君  中川  健君  

新美 治男君  野浪 正毅君  場々大刀雄君  

藤川 誠二君  古屋 義夫君  屋嘉比良夫君

○ご協力ありがとうございます。 

ニコボックス委員会 

卓話             下田 育雄君 

みなさま、こんにちは。本日、二回目の卓話をさ

せて頂きます、下田育雄です。よろしくお願い致

します。改めまして、入会 1年半という時間の中

で、このような貴重な機会をくださいましたプロ

グラム委員長の社本さん、ありがとうございます。 

本日の卓話は「私のこだわり～VIVA LA VIDA～」

と題して、20分ほどお付き合いを頂ければと思い

ます。この副題の「VIVA LA VIDA」ですが、スペ

イン語で「人生万歳」とか「美しき生命」とかい

ろいろと和訳はありますが、私は「こだわりを持

つことで、人生を楽しく豊かにする」という意味

を込めて、副題をつけてみました。こだわりとい

う事ですが、今日の卓話は、私の趣味の一つであ

る文房具について、本当に独断と偏見で「どうせ

使うなら、いいモノを」という思いでお話をさせ

て頂きます。昔から文房具は好きだったのですが、

今の生命保険の仕事をするようになってから、仕

事を気持ちよくしたい、便利にしたい、お客様に

綺麗にみせたい、という思いが強まる中で文房具

がより一層好きになっていったという感じがあり

ます。その究極系として、最初にご紹介するのは、

海外の有名筆記具メーカーである「ウォーターマ

ン」です。今でも、法人・企業のご契約の際には

サインを頂くわけですが、この時のサインを頂く

のはウォーターマンと決めています。その理由と

して、元々このウォーターマンというブランドが

生まれて背景をご紹介させていただきます。「ニ

ューヨークで保険外交員をしていたルイス・エド

ソン・ウォーターマンは、ある大口契約を取り交

わす席で、万全を期して新品のペンを用意してい

た。ところがそのペンからインクが漏れ、重要な

契約書を汚してしまう。ウォーターマンが大急ぎ

で新しい契約書を持って来たときには既に、ライ

バル会社と契約を結んだ後だった。この苦い経験

が、ウォーターマンに毛細管現象を用いた万年筆

を開発させたのである。」という経緯があります。

先人の想いを承継するというと大げさかもしれま

せんが、保険業を営む私自身が、お客様からお預

かりするご契約に敬意を払う一つの形として、サ

インを頂くのはボールペンですが、ウォーターマ

ン社のボールペンでサインを頂きたいと思い、ず

っとこれを使っています。さて、ここからは厳選

文房具を一挙、ご紹介していきます。まずは、先

にご紹介しましたウォーターマンのボールペンで

サインを頂く際の名脇役。「プラス社 印章用品 

捺印マット 大机上サイズ」です。印鑑マットで

あると同時に、裏面がボールペンで記入するとき

の専用下敷きとなっています。下が固いとボール

ペンでのサインはストレスに感じますが、この下

敷きを敷くだけで、書き心地が圧倒的に変わって

きます。二つ目は消せるボールペンこと、パイロ

ット社のフリクションンシリーズです。手帳用に

は 0.38 ミリ。お客様との商談には 0.7 ミリと使い

分けられるだけでなく、蛍光ペン、サインペン、

色鉛筆とフリクションシリーズは様々な広がりを

見せています。ボールペンと言えば、もう一つ忘

れていけないのは、三菱鉛筆 Uni 社のジェット

ストリームシリーズ。この低粘度インクは従来の

油性ボールペンの約半分の摩擦抵抗しかないとい

う、油性ボールペンの常識を変えた逸品、「ジェッ

トストリーム」。シャープペンシルも負けてはいま

せん。最近は、受験生向けに「芯が折れない」か

ら「心が折れない」というキャッチフレーズで、

「デルガード」「オレンズ」など芯の折れにくいシ

ャープペンを各社精力的に発売していますが、三

菱鉛筆は独自路線でその存在感をひときわ輝かせ

ています。それが「クルトガ」シリーズです。こ

れは、書くたびに芯を少しずつ回転させることで

真の摩耗が円錐形に進行していくことで、一定の

太さ、濃さで書き続けることができるというもの

です。さらに、最近では今までの倍の回転数を持

つ「クルトガ アドバンス」というシリーズが全

6 色で販売されています。もちろん、芯が折れな

いような芯折れ防止機構もついています。さて、

書くものが続きましたので次は、消しゴムも見て

みましょう。今回は二種類ご紹介させていただき

ます。一つ目は、コクヨ S&T 社さんから「ミリケ

シ」の紹介です。このミリケシ、独特の形状をし

ていますが、その理由は、太さごとに消しゴムの

消す面が分かれているというものです。ポイント

から６ミリまで、コンセプトは「一行を消す」と

いうコンセプトで、必要に応じて、消す幅を変え

られるというのが特徴です。オーソドックスな消

しゴムということでしたら、私のお勧めは「コク

ヨ S&T プラスチック消しゴムリサーレ プレミ



アムタイプ」です。特殊発泡体とイレースポリマ

ーのツイン構造によって、高い消字率を実現して

います。少し硬めの消し心地ですが、コシがある

ので折れにくく細かいところ消すのにも便利です。

さらに消しカスもまとまります。また、形状が黒

色なのは、消しゴムにつきものの黒い部分がわか

らないという平時の見た目にもこだわったという

プレミアムな一品です。最後はノートです。ノー

トも非常にたくさん出ておりますが、是非、ロー

タリアンの方にお持ちいただきたいのは「アピカ 

プレミアム CDノート」です。これは「紳士なノー

ト」というキャッチコピーが付いておりますが、

万年筆で書いても紙の引っ掛かりが無いようにシ

ルクのような書き心地にこだわっています。また、

書き心地だけでなく、見落とされがちな製本方法

です。これは、どこを開いてもフラットに開くよ

うに糸かがり綴じを採用していますので、開きや

すく書きやすいノートです。出しゃばらず、しか

し、確実に存在感を伝える、まさに紳士のように

立ち居ふるまうノートです。次は目先を変えて OA

機器に行ってみたいと思います。最近の私のヒッ

ト商品は、ロジクール社の「ワイヤレスキーボー

ド K370とワイヤレストライアスロンマウス」で

す。これは、Bluetooth を一台で 3 つのデバイス

に接続できるというものです。皆さんも、パソコ

ンはお使いと思います。そして、スマートフォン

をお使いの方もたくさんいらっしゃると思います。

ちなみに、私はそれに加えてタブレットも使って

います。そうすると、パソコンもタブレットも、

スマートフォンもメールやラインやなにやらかに

やら、一つのマウスで操作ができて､一つのキーボ

ードで入力ができたら楽なのにと思い、探したと

ころ、見つかったのが、この「ワイヤレスキーボ

ード K370 とワイヤレストライアスロンマウ

ス」」です。これは、ボタン一つで、接続する機械

をパソコンなのか、タブレットなのか、スマホな

のかを選べれることができるので、タブレットに

届いたラインの返事も、スマホに届いたメールの

返事も、すべて一つのマウスとキーボードで処理

ができるという優れものです。繰り返しになりま

すが、私がこうした究極の自己満足にこだわって

いるのは、自分の人生を自分で演出して楽しもう

という考えに基づいてです。人生の大先輩がこれ

だけたくさんいらっしゃる場で人生観を語るのは

大変おこがましく、恥ずかしいことは百も承知で、

あえて、私を知って頂くためにお話しさせていた

だきますと、最後のこだわりは文化・伝統の維持

と承継へのこだわりです。結婚以来こだわってい

るのは、神事へのかかわり方です。すべての神事

を百パーセントできているわけではありませんの

で大げさに言える話ではありませんが、毎月月初

には、月詣でということで、県庁の横にあります

愛知縣護國神社への参拝は家族で行くようにして

おりますのと、初詣は必ず玉串料を奉納して、名

前を呼んで頂いて御祈祷して頂いています。私に

は小学校 4年生の娘が一人おりますが、娘には「初

詣はこういうものなんだよ」ということを伝えて、

彼女の日本人としての文化の礎を作っていきたい

と思っています。また、会員の大橋省吾君には毎

年ご尽力いただきまして、娘の夏休みが始まる日、

1 学期の終業式の日の午後からは、名古屋場所に

行くことを去年からの恒例行事にしています。こ

れは、相撲という日本の伝統・文化を肌で感じて

ほしいだけでなく、将来大人になったときに相撲

の寄せ太鼓、羽太鼓の音を聞くと「毎年、お父さ

んがお相撲に連れてきてくれたな。羽太鼓の音を

聞くと夏が来たっていう感じがするんだよね」と

言ってもらえるように、私たちの中に流れている

日本人として忘れてほしくない、四季を感じる心、

侘びと寂の感覚を持ってほしいという願いを込め

て行っているものです。四季を感じるための最後

のこだわりとしては、やはり旬の味覚を味わいた

いということです。僕にはやや食道楽のところが

あるようで、今年の夏に家族旅行で日間賀島に行

ったときに食べた一皿を紹介させて頂きます。私

の中で日間賀島はタコしかなかったのですが、夏

は日間賀島でも、アナゴやハモが食べられるだけ

でなく、ウニが旬をむかえるということで、漁獲

量の関係で流通はしてないのですが、地産地消で

ウニのお刺身をたべることができました。また、

その横にあるのは先日、夕方から新幹線で大阪に

行き、出始めのマツタケと終わりかけのハモを合

わせた土瓶蒸しを頂いてきました。ここはただの

居酒屋なんですが、店長が大阪の船場吉兆出身と

いう事で、丁寧な仕事の和食を居酒屋価格で楽し

めるというお得感の高いお店です。旬のものを食

べると寿命が 75日延びるなんて言われますが、四

季のある国だからこそ旬のものが楽しめるという

ことを大切にしたいなと思っています。文房具に

は、技術の革新と進歩を身近に感じられることが

できます。また四季を感じることで文化・伝統を

守り、承継していく。革新と進歩、そして遵守と

承継。このともに未来に向かうベクトルを持つ価

値観を、競合させることなく止揚、アウフヘーベ

ンさせることで、人生観の弁証法的発展のために

も是非、会員の皆様と今まで以上に友情を深めさ

せていただきまして、色々なことを教えて頂けれ

ば本当にうれしく思っております。最後に、本日

ご紹介しました各種文房具、事務用品がご入用な

方がいらっしゃいましたら、ジュボウ事務機さん

にご連絡を入れて頂きますようにお願い致します。

残念ながら私は生命保険の営業になりますので、

文房具や OA機器のお取り扱いはしておりません。

ご清聴ありがとうございました。 



あしなが便り 

第４次・第５次 奨学金支給

７月２１日（金）に第４次奨学生に、

奨学金を支給しました。第４次奨学金は、

リロアン国立高等学校の奨学生です。

２年目の最後の奨学金をお渡ししました。

学校訪問の際に、奨学生５人が踊りで歓迎

してくれました。

祝福 結婚記念日 

祝福 アテンダンス表彰 

卓話 下田 育雄君 


