
 

 

  水と衛生月間 

例

会

予

定 

3 月 5 日（金） 3 月 12 日（金） 3 月 19 日（金） 3 月 26 日（金） 

第９回理事会 11：15～ 祝福   

Zoom 
卓話 中部大学 ESD・SDGｓセンター 

准教授 古澤 礼太様 

 休  会 卓話中部大学春日丘高

IAC 

卓話 村瀬 昌史君 第 3回クラブ協議会   

    

 

 

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 「スキー」 

・委員会報告  

・会長挨拶       会長 和田 了司君 

・祝福  

・卓話 近藤 太門君 

・幹事報告 幹事 杤本 正樹君 

・点鐘 会長 和田 了司君 

 

・今月の歌 

       「スキー」 

山はしろがね  朝日を浴びて 

      滑るスキーの  風きる早さ 

        とぶは小雪か  舞い立つ霧か 

        おおゝこの身も 駆るよ駆る 

会員誕生日 

３日 小川  長君  ２１日 和田 了司君 

９日 杤本 正樹君  ２９日 宅間 秀順君 

１７日 中川  健君 

 

結婚記念日 

２日 伊藤 一裕君  １４日 森部 清孝君 

８日 内藤 修久君  １６日 村瀬 昌史君 

１１日 山田  治君  １６日 清水  勲君 

１１日 下田 育雄君  ２０日 大原 泰昭君 

１１日 加藤 昭博君  ２２日 宅間 秀順君 

 

２０２１年２月２６日（金）２４６６回（２月第２例会） 

     ＜Zoom例会＞ 

 

夫人誕生日 

１０日 中澤  一君・速子さん 

１７日 林田 健児君・美希さん 

２６日 杤本 正樹君・恵子さん 

アテンダンス表彰 

３２ヶ年  松尾 隆徳君 

１０ヶ年  成瀬 浩康君 

５ヶ年  下田 育雄君 

５ヶ年  岡本 博貴君 

１ヶ年  風岡 明憲君 

 

先週の記録 

会長挨拶        会長   和田 了司君 

皆さんこんにちは、先週に続きズームでの例会です。

緊急事態宣言が更に 1か月延長されました。飲食等

の特定業種の方には、何とかしのいでいただきたい

と思っております。新規の感染者は激減しておりま

すが、感染者数はそれほど減っていません。 

医療体制を鑑みての、もうひと踏んばりでしょう

か。。 

メールでご連絡申し上げましたが、足立先生が 1

月 21日満 92歳で足立病院でお亡くなりなっており

ました。ロータリー歴 48年でありました。 

コロナ禍のなかですので、葬儀は家族葬で執り行わ

れたそうです。 

先週１月 29日の例会での山田治君の卓話のなかで

58年前からの足立先生との交流の一コマの話がござ

いました。 



 

 

皆様も最近例会にお見えにならない足立先生の優

しいお顔を思い出されていたと存じます。 

私の先生の思い出をご披露します。先生は 1年前く

らいに転んで歩けなくなるまで、例会には、ほぼ皆

出席であっと思います。例会の受付開始の 12時前に

いらっしゃって岩波新書をお読みになっていました。

読書がお好きだったのでしょうね。 

また 5年前、志水ひろみさんが会長の時、委員長を

交えての非公式の親睦会に当時87歳の先生が参加し

若手の方々と楽しくやっておられたのが素敵だなと

思いました。先生の立ち居振る舞いを観て大家族の

ようなロータリーの魅力を感じました。 

私も足立先生には随分可愛がっていただき、恒例の

クリスマス家族会において毎年ネクタイ数本のプレ

ゼントを頂いておりました。 

頂いたネクタイもほとんど『マルゼン』ブランドで

した。ロータリークラブは 3 世代が集うクラブなん

だと強く感じました。ロータリーの魅力の一つが生

涯の友と集える場であり、かつ３世代の集う大家族

が集う場でもあります。自分も足立先生の真似をし

て、年下の会員には、やさしく目をかけていかなけ

ればと思っております。 

先生を偲び謹んでご冥福をお祈りします。 

 

幹事報告         幹事  杤本 正樹君 

◎理事会報告  

第１号議案：1月度月次収支表・貸借対照表承認の件 

第２号議案：春日井ロータリー旗スポーツ少年団サ

ッカー大会に賞品代として50,000円を支出する

件   

第３号議案：次年度委員会構成・配属及び地区出向

についての承認の件      

以上承認されました。 

◎2/26 に予定していた春日井警察署員表彰は 4/23

に延期します。 

◎6/12～16 に予定しているロータリー台北国際会議

はバーチャル行事としての開催となります。 

◎次回理事会は 3/5 11：15 Zoom にて行います。

クラブ協議会は 3/5 から 3/12 13：30 に再延期し

ます。 

 

出席報告        委員長  友松 英樹君 

会員 55名 出席 39名 出席率 70.9% 

先々週の修正出席 出席 55名 出席率 100% 

 

ニコボックス報告    委員長  岡本 博貴君 

○足立先生のご冥福をお祈りいたしま

す 

和田 了司君 

〇岩村君の卓話楽しみです。 杤本 正樹君 

○卓話不安ですが一生懸命頑張りま

す。 

岩村 幸正君 

○足立さんの死を悼んで 場々大刀雄君 

〇総会、よろしくお願いします。５０

周年事業をこれで無事終了します。 

川瀬 治通君 

○岩村さんの卓話楽しみに 大原 泰昭君 

○出向先の地区のお仕事が増えてきま

した。春日井ＲＣの看板背負って頑

張ります。 

青山 博徳君 

○２度目のｚｏｏｍ例会裏方でお手伝

いできる喜びで 

速水 敬志君 

○先週は有難うございました。ズーム

だとどこを見ていたらいいのか？よ

くわかりませんでした。そのうち慣

れるでしょう！ 

山田  治君 

○今月は家内の誕生日です。プレゼン

トありがとうございました。 

中澤  一君 

○古屋さん 先日は有り難うございま

した。ロータリーの友情に感謝しま

す。 

下田 育雄君 

○皆さんとお会いできないので会員増

強のお願いもなかなかできませんが

このような時期だからこそ新しい仲

間のご紹介をいただければ幸いで

す。 

藤川 誠二君 

○岩村君の卓話楽しみです。 
伊藤 正之君 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 

北  健司君 社本 太郎君 下別府正樹君 

峠 テル子君 内藤 修久君 長谷川智辛君 

西村 輝幸君 廣瀬 清司君 古屋 義夫君 

松尾 隆徳君 村瀬 昌史君 森部 清孝君 

○ご協力ありがとうございます。 

ニコボックス委員会 

 

卓話               岩村 幸正君 

皆様こんにちは。先日、伝統ある春日井ローターリ

ークラブに入会させていただきました岩村幸正と申

します。 

若輩者の私が、諸先輩方の前でお話させていただく

ことは大変恐縮しております。また zoomという慣れ

ない環境で話をすることに、とても緊張しておりま

すので、御聞き苦しい点があろうかと思いますが、

ご容赦くださいますよう宜しくお願いいたします。 

それでは、私の自己紹介をさせていただきたいと思

います。 

私は昭和 46年 5月 11日に岐阜県多治見市にて産ま

れました。幼少の頃は、外で遊ぶことに夢中で多治

見の田舎で野山を駆け回り、日が暮れるまで家に帰

るようなことがなかったワンパク坊主でした。その

頃に培った経験が今の私の性格を作り上げたのかと

思います。 

当時から気に入ったことに夢中になってしまい熱

を入れすぎるところがあり、その反面、興味が沸く

ことが次からに次に出てきてしまい、熱し易く冷め

やすい性格になってしましました。 

小学生高学年になると親からの過度な期待により、

中学受験にチャレンジすることになりました。地元

でも有名な超スパルタの「山本塾」という学習塾に

通いました。そこは私にとって地獄の沙汰でした。

ミスをしたり怠けたりすると先生から思い切り尻を

木刀で殴られるので、それが怖くて怖くて無理やり



 

 

勉強に打ち込みました。夢中になりやすい性格も相

まって、必死に勉強して全国の模擬試験では 67位と

いう成績も取りました。そして、どうにか名古屋の

東海中学に合格することができました。 

中学に入り、多治見の田舎しか知らなかった少年が、

名古屋という大都会に通い、見る物、聞く物、触る

物、全てが新鮮で、興味が次から次へとでてきてし

まう毎日でした。 

もうそうなると勉強どころではなくなってしまい、

いろんな事に夢中になり没頭してしまいました。 

中学高校の 6年間で、部活動は剣道部、ハンドボー

ル部、アメリカンフットボール部、應援團、そして

バンド活動といくつか部や同好会を転々としました。

ここでも熱しやすく冷めやすい性格が出てきてしま

いました。東海のような中高 6 年間一貫教育は一つ

のことに打ち込める人間はとても良いか思いますが、 

私のような性格の人間には、非常に不向きで、おか

げさまで高校卒業時には学力偏差値は底辺まで下が

ってしまいました。 

その後は、自らを高める為の修行と称して、20 代

半ばまで東京の地で放浪生活をしてました。 

25 歳の時に父親からいい加減にしろと招集命令が

下り、謳歌した青春に区切りを付けて家業に戻りま

した。 

社業は給排水・空調設備工事業です。 

私の父親が昭和 43 年に多治見市の池田町にて「池

田産業」という名前で創業しました。設立当初は道

路に水道の本管を埋設する所謂インフラの水道整備

事業が売り上げの 8 割以上を締めていました。現在

は、建物の給排水・空調設備工事が 8 割、水道本管

工事が 2割くらいの比率です。 

一昨年に建設業許可の本社を春日井市に移し、新社

屋も新たに建設しました。 

昨年、春日井の管工事組合にも加入させていただき、

春日井市様からの公共事業も受注するようになりま

した。 

現在、社員は 50名程です。「何事にも誠実に取組み、

技術力を高め継承していく」ことを理念に掲げ、社

員と社員の家族が幸せな生活を送ることができるよ

うな組織作り、会社運営を目指しております。 

社業については改めて皆様と個別にお話しする機

会をいただければと幸いかと存じます。 

プライベートに話を戻させていただきます。 

29歳の年に 10年お付き合いをした彼女と結婚しま

した。妻の実家は名古屋市東区で開業医をしていて

代々医者の家系ですので、周囲から結婚には猛反対

されて、理解をいただくまでに 10 年掛かりました。 

熱しやすく冷めやすい性格の私ですが、妻のことは

未だに冷めておりません。 

浮気もしたことありません。と岩村が言っていたと、

来年のクリスマス家族会で家内に伝えていただける

幸いです。 

そして、30 歳の年に名古屋に友人が多くいました

ので、そのご縁で名古屋 JCに入会しました。すっか

り JCにかぶれてしまい、本気でのめり込んでしまい

ました。 

分不相応にも理事委員長を請けて、その後名古屋

JC には正副団に専務と常務というポジションがあり

ますが、その常務を受けて、最後は顧問という役職

で卒業させていただきました。 

私が JC での担いで大きなミッションが二つありま

した。一つは公益社団法人格の取得でした。愛知県

でも申請第 1号でしたので本当に苦労しました。 

なんとか私の常務の間に取得することが出来まし

た。もう一つは矢田川花火大会の復活です。2005 年

の愛・地球博の開催年に矢田川花火は無くなりまし

た。その 3 年後に花火大会を復活させたいとの当時

の理事長からの命を受け、担当の委員長に任命され

ました。先ずは資金集めに奔走し、協賛金を 2000万

円集めました。地元県会議員、市会議員の方の協力

を得ることができました。そして、地域の区政協議

会に足繫く通いお願いをし概ね賛同を得るまででき

ました。庄内川を管理している国土交通省の承諾も

いただき、様々な許可等も一つひとつクリアしてい

きました。市交通局へ働きかけ市バスの増発や地下

鉄の増便の手配など花火大会開催に向けて、着実に

前に進んでいました。 

しかしながら、どうしても首を縦に振っていただけ

なかったのが警察です。 

当時の数年前に起きた兵庫県での花火大会での雑

踏事故により警察の責任が大きく問われたことによ

り、愛知県警ではいかなる新規の花火大会も認める

ことができないとの見解でした。 

それでも、警備計画に JC メンバーを含めた 500 名

程のボランティア警備に加え、プロの警備員を 200

名配置すれば許可を出していただけると言われ、必

死になって警備員の確保のため掛ずり廻りました。 

花火大会のチラシも出来上がりましたが、最後の最

後まで警備計画を認めてもらうことができずに、涙

ながらに断念しました。 

私の人生の中で唯一といっていいほどの心残りの

出来事でした。 

それから 10数年経ちました。 

昨年、私は社業とは別に警備業を立ち上げました。

今日現在、警備員は 13名です。 

再び、花火大会を復活しようとは思っていません。

ただ、いつか当時共に苦労かけた仲間や部下に「警

備員 200名集めたよ」と言ってあげたいです。 

以上が私のプロフィールになります。 

長々ととりとめもない話にお付き合いいただきま

して、申し訳ございませんでした。まだまだ私はロ

ーターリーについて何も分かっておりませんが、微

力では御座いますが組織のお力になれるように頑張

って参ります。 

今後とも宜しくお願いします。 

ご清聴ありがとうございました。 
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