
 

 ロータリー財団月間 

例

会

予

定 

11月 6日（金）  11月 13 日（金） 11月 20日（金） 11月 27日（金） 

第 5 回理事会 11：15～ 卓話 北   健司君 祝福   

 （Zoom） 入会式 岩村 幸正君 地区大会 PR 訪問 休会（祝日振替） 

夜間例会 18：30～   卓話 長谷川智幸君  

 黒潮   林田 健児君  

 

 

本日のプログラム 

司会 会場委員会 

・点鐘 会長 和田 了司君 

・ROTARY SONG 「日も風も星も」 

・今月の歌 「案山子」 

・ビジター紹介 会長 和田 了司君 

国際ロータリー第 2760地区 

米山記念奨学委員 

武山 卓史君 

・委員会報告   

・会長挨拶 会長 和田 了司君 

・卓話  武山 卓史君 

・幹事報告 幹事 杤本 正樹君 

・点鐘 会長 和田 了司君 

今月の歌 

「案山子」 

山田の中の  一本足の案山子 

天気のよいのに  蓑笠着けて 

朝から晩まで  ただ立ち通し 

歩けないのか  山田の案山子 

 

先週の記録 

幹事報告         幹事  杤本 正樹君 

◎令和 3年 2/20に予定されていた東尾張分区の IM

は、ガバナー補佐より中止するとの連絡がありまし

た。 

◎青山君が副委員長として出向されている地区職業 

奉仕委員会の委員長会議が 10/27に春日井商工会議

所で開催されます。今年は一堂に会するのではなく

分区をサテライト会場とし、本部と Zoomにて会議を 

行います。当クラブでは大橋職業奉仕委員長が参加

予定ですが、他のメンバーも参加が可能との事です。 

◎台湾の東港 RCより 11/21に 50周年記念式典が開 

 

 

２０２０年１０月３０日（金）２４５７回（１０月第４例会） 

 

催されるとの案内がありました。このような時期で

すので出席はできませんが、ご祝儀等をどうするか

検討しているところです。 

◎本日、第 1回指名委員会が開催されますので、ご

関係の方は出席をお願い致します。 

 

出席報告        委員長   友松 英樹君 

会員 56名 出席 40名 出席率 71.4% 

先々週の修正出席 出席 56名 出席率 100% 

 

ニコボックス報告    委員長    岡本 博貴君 

            

○川瀬さんベネファクター承認おめ

でとうございます 

和田 了司君 

〇小牧ＲＣの会長幹事ようこそおい

で頂きました 

杤本 正樹君 

〇例会にお邪魔させて頂きました 

よろしくお願いいたします 

三輪 憲一君 

社本寿美男君 

○夫人誕生日の祝福を受ける喜びで 清水  勲君 

〇卓話させて頂きます 川瀬 治通君  

○小牧ＲＣの会長幹事をお迎えして 大原 泰昭君 

○水谷さん川瀬さんの卓話楽しみに 

しています 

中澤  一君 

〇10月 24・25日第 65回春日井秋季 

バラ展を開催できる喜びで 

北  健司君 

○川瀬君・水谷君の卓話と小牧ＲＣの会長、幹事をお

招きする慶びで 

青山 博徳君 梅村   守君 大西 信之君 

岡本 博貴君 小柳出和文君 風岡 明憲君 

加藤 昭博君 加藤久仁明君 加藤  茂君 



 

 

近藤 太門君 下別府正樹君 社本 太郎君 

宅間 秀順君 内藤 修久君 成瀬 浩康君 

野浪 正毅君 野間 峰彦君 速水 敬志君 

日比 雄将君 廣瀬 清司君 古屋 義夫君 

松尾 隆徳君 三上  努君 水谷 高広君 

森部 清孝君 屋嘉比良夫君 山田  治君 

○ご協力ありがとうございます。 

ニコボックス委員会 

 

卓話             水谷 高広君 

        「自己紹介」 

本年 6月より伝統ある春日井ロータリークラブに

入会させて頂きました、水谷高広と申します。 

春日井ロータリークラブのメンバーとして恥じぬよ

うに活動させて頂きますので、どうぞ宜しくお願い

致します。 

 本日は貴重なお時間を頂き有難うございます。私

の自己紹介をさせて頂きたいと思いますが、大した

人生を送ってきておりませんので、仕事内容と趣味

のお話をさせて頂きたいと思います。まず初めに、

私の自己紹介をさせて頂きます。 

昭和 46年 5月に春日井で生まれ、49年間この春日

井の地で育って参りました。八幡小学校・東部中学

校に通っており、昨年まで、9年間 母校の小中学校

で PTA活動をしていました。 

そして、名古屋の高校に通い、卒業後 専門学校に通

っておりました。 

そして、27歳の時に妻と結婚し、長女、長男、次

女と 3人の子供に恵まれ現在は春見町に家族 5人で

暮らしております。また、最近では新しい家族も増

えました。もともと、子供たちも犬が好きで飼いた

かったのですが、子供が動物アレルギーの為、飼う

ことを我慢していましたが子供たちも成長し大きく

なりましたので、家族で話し合い犬を迎えることが

出来ました。今ではトイ・プードルの二人を迎える

事になりその子たちにも囲まれ楽しく過ごしていま

す。 

社業といたしましては、私は 22歳の時、豊橋に住

み込みで人材派遣会社に勤め、その派遣先が住設の

仕事でした。しかし、25歳の時に派遣会社から突然

解雇されました。その時、一瞬途方に暮れましたが、

一応真面目に仕事に取り組んでいましたし、その頃

は景気も良かった為、住設のメーカーから直接仕事

を頂けるようになり自営業の職人として現在の仕事

を続ける事が出来、27歳で独立し 29歳で有限会社ケ

イズ・システムを創業し、今年の 8月に 20期目を迎

える事が出来ました。現在はスタッフ７名と協力店

に助けられながら自分もプレイングマネージャーと

して日々奮闘しています。 

仕事内容は住宅のシステムバス・システムキッチ

ンの販売・取付工事・メンテナンスを行っておりま

す。主に、トクラス（旧ヤマハ）・リクシル（旧イナ

ックス）TOTOなど住設メーカーの施工代理店として

工事をしております。 

しかし、この工事は特に資格や免許等は必要がな

くメーカー独自の認定制度で仕事が出来るため、誰

にでも出来る仕事になります。実際に私もそのうち

の一人ですが…そこで何かステップアップをと考え、

2017年に管工事業・内装仕上げ事業の建設業の許可

を頂き、キッチン・システムバスに加えトイレ・洗

面化粧台を含む水回りのリフォーム事業の展開と各

住設メーカーの商品の販売や施工をしております。 

そして近年は、「ニトリ」や「IKEA」から家具として

のキッチンが低価格で提供されているため 

私も自社の強みを生かし、仕入れを抑えトクラスと

商社・自社で人造大理石カウンターが標準仕様の 

オリジナルのシステムキッチンが同価格で提供が出

来るようになりました。 

今後は既存のキッチンの扉や浴室をそのまま生か

し、特殊なフィルムを貼ってリノベーション事業の

展開をしていきたいと思っています。 

趣味は 36歳でゴルフを始め、始めた頃は月に 4～5

回ほどラウンドし、3年間スクールにも通いましたが

…全く、上手くならず自分にセンスがない事を痛感

しゴルフに遠ざかっていましたが、最近はまたお客

様に誘われピクニック気分で行くようになりました。

天気の良い日にビールを飲みながらのゴルフを楽し

んでいます。 

ですが、ここ数年ではビールが一番美味しいと思

う時は、竿先を見ながら海の上で飲むビールが至福

の時間です。ゴルフから少し遠ざかっていた頃、友

達に誘われて海上釣り堀や遊漁船で釣りに出かける

ようになり、海釣りが楽しくなりました。小さい頃

は近くの池や川で、車の免許を取ってからは堤防や

筏釣りで多少は釣りをしていましたがお付き合い程

度のものでした。そのあと、私の紹介者でもある 速

水先輩と出会い先輩のプライベート船に乗せて頂き

今まで経験しなかったというか経験出来なかったス

ケールの大きい釣りをさせて頂き、ただただ驚くば

かりで贅沢な船釣りに夢中になっています。 

そのあと、釣った魚をお店で美味しく料理しても

らい、食べて飲んで休日を楽しく過ごさせて貰い、 

今ではほぼ毎週 遊んで頂いております。 

ただ釣りに使う車と仕事の車が同じなので私の車は

若干魚臭いです… 

最後に、35歳で春日井青年会議に入会し、6年間

の活動でしたが色々な経験や出会いを頂きました。 

今回も有難いご縁を頂き、春日井ロータリークラブ

に入会させて頂き、新しい経験や素晴らしい出会い

を大切にして活動していきたいと思いますのでご指

導の程、宜しくお願い申し上げます。 

簡単では御座いますが私の卓話とさせて頂きます。 

有難う御座いました。 

 

 

 



 

 

卓話              川瀬 治通君 

どうして第 2波が来たのでしょうか。第 1波が収

まってくると、①“患者数の減少”という安心感と

病気に対する慣れがおこります。②病気に対する関

心が低下します。③軽い症状があってもコロナを疑

わず仕事や遊びに出かけてしまいます。④行動制限

の解除によって社会全体が活動再開されます。そし

て、特に若い人は症状が軽くて病院に行く習慣もな

いので、「ちょっとくらい大丈夫」と思ってしまいま

す。その結果、症状の軽い人を中心に軽症から軽症

へと知らない間に感染が広がっていき、ある日突然

クラスターで発覚します。こうして第 2波が到来し

ました。すなわち、患者数が少なかった時も“患者

さんがいなかった”のではなく収まりきっていなか

っただけで、第２波は国内の“くすぶり”が再燃し

て燃え広がったと言えます。現在第 2波は落ち着き

つつありますが、「次は必ず来る！」と覚悟して生活

することが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2波では第 1波と比べるとたくさんの患者さん

が見つかっていますが、入院後に死亡する患者さん

は減っています。入院時軽症/中等症例では第 1波で

は 2.6％、第 2波では 0.5％と減少。入院時重症例で

は第 1波では 19.4％、第 2波では 10.1％と減少して

います。これは、①検査対象が広がり、軽症や無症

状者をより多く確認できたこと、②高齢者の割合が

低下したこと、③第１波に比べて治療の手順がある

程度確立したことによると考えられます。しかし、

致死率の低下はウイルスの弱毒化を示しているわけ

ではなく、感染すると誰でも重症化する可能性があ

る感染症なので、感染予防対策は続けていく必要が

あります。 

政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会は 9

月 25日に「感染リスクを高めやすい 7つの場面」を

しめしました。①飲酒を伴う懇親会、②大人数や深

夜におよぶ飲食、③大人数やマスクなしの会話、④

仕事後や休憩時間、⑤寮などの集団生活、⑥閉鎖空

間での激しい呼吸を伴う運動、⑦屋外活動の前後で

す。私たちは第 3波に備えて、①普段から、感染予

防対策をしっかりすること、②体調が少しでも悪け

れば仕事や食事、遊びに行かないこと、③「ただの

風邪」と軽視せず、「かかったらオシマイ」と考えす

ぎないで「正しく恐れる」こと、④決して油断と安

心をしないことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ハンマー＆ダンス理論」という言葉を耳にした

ことがあると思います。ロックダウンなどの強力な

対策で感染者数を徹底的に減らすことを「ハンマー」、

ハンマーで叩いた後もゼロにはならないウイルスと

の共存状態を「ダンス」と言います。しかし「ダン

ス」の状況下でも、対策を緩めすぎると再び感染が

拡大します。最近、経済を活性化するために「GoTo

キャンペーン」が始まり、劇場や競技場の入場制限

が緩和され、入国制限も緩和されました。人が密集

したり移動が多くなったりして再び感染が拡大しな

いか危惧されます。ヨーロッパでは、バカンスでた

くさんの人が移動したため、再び感染者が急速に増

加しています。日本での感染者は収まりきらず横ば

いの状態ですが、地方の観光地では感染者が少しず

つ増えているのが心配です。 

世の中にはたくさんの情報があふれています。そ

の中には「フェイク・ニュース」もあるので要注意

です。まだわからないことが多いウイルスですから、

マスコミなどで言っていることを鵜呑みにせず、う

わさに惑わされず、パニックにならないように、賢

く情報を選択することが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小牧ロータリークラブ  会長 三輪 憲一君 

              幹事 社本寿美男君 



 

 

今週の MENU 

 

【洋食お弁当形式】 

 

会場にてお食事 

（お持ち帰りはできかねます） 

 
★三河豚のトンテキ 

★栗のポタージュスープ 

・紅イモとサツマイモのサラダ、 

鶏胸塩麴のサラダ 

・スモークサーモン、 

カボチャのフラン 

・ごはん 

・デザート 

・コーヒー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベネファクター認証式  川瀬 治通君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祝福 会員誕生日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祝福 結婚記念日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話 水谷 高広君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話 川瀬 治通君 


