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ROTARY : MAKING A DIFFERENCE

例

1954年３月８日
1954年３月30日

ロータリー：変化をもたらす

この会報は、地球環境保全に考慮し再生紙を使用しています。

第2992回例会プログラム
出

席

［当年度＝18回目；当月＝１週目］

2017年（平成29年）12月４日㈪
１．例 会………〈司会：プログラム委員会〉
12：28 １．チャイム
12：30 ２．点

鐘 ……〈会

長〉

事

報

告

４．国歌斉唱
５．ロータリーソング斉唱……奉仕の理想
６．講師・ゲスト並びにビジター紹介
７．食 事

１）本日、磯部浩平会員、玉川愛朗会員が入会されま

８．会長挨拶並びに会長報告
いそ べ
こうへい
９．新入会員挨拶……磯部 浩平 会員

３）本日、第２回次期理事役員候補者指名委員会を例
会後、２階特別会議室にて開催致します。ご関係の

たまがわ

玉川

あいろう

愛朗 会員

10．お祝い
（誕生日祝・結婚記念日祝・入会記念日祝）
11．幹事報告
12．出席報告
13．委員会報告
14．ニコニコボックス報告
15．次週並びに次々週のプログラムの予告
（12／11）……クラブ総会
次年度理事・役員選出
（12／21）……
クリスマス家族会（親睦活動委員会）
18：00 ～名古屋観光ホテル
※12月18日㈪の例会変更分です。
13：00

88名

欠 席 ７名
出席率 92.05％
前々回（11／20）の修正出席率 100％

幹

３．開会宣言

12：45

会員総数 96名
出席免除 25名
出席義務者＋免除者の内例会出席者

16．本日のプログラム
新入会員アワー
やまうち
とく じ
山内 得次 会員
いちかわ
のりゆき
市川 紀征 会員
17．謝
18．点

辞
鐘……〈会

19．閉会宣言
13：30 20．散 会

長〉

した。会員数96名となりました。磯部会員は親睦活
動委員会、玉川会員は会場委員会の配属となります。
２）12月１日よりロータリー財団のロータリーレート
は112円になりました。

会員はご出席お願い致します。

会長あいさつ

ロータリーソング

吉原

孝彦

ロータリーソングはいつから、何
故唄われるようになったのでしょう
か。ロータリーもライオンズも青年
会議所も大体の団体が唄うのですが
何故でしょうか。
1905年にシカゴ RC の５人目の入
会者として印刷屋のハリー・ラグル
スが入会しました。そして1907年、ポール・ハリスが第
３代目の会長になった頃、クラブ内で「親睦」か「奉仕」か、
で激論が交わされ出席率が低下する事態となってしまい
ました。時の親睦委員長の医師ウィリアム・ネフは、
「こ
のままではクラブは崩壊する。君が毎週立ち上がり、楽
しく歌ってこの危機を救ってくれ。」とハリー・ラグル
スに懇願したそうです。彼は当時はやっていた歌を何曲
か音頭を取って歌いました。それ以来クラブの団欒が甦
り、これが何年も続いて例会での合唱はロータリーの伝
統となりました。ポール・ハリスはその著の中で、ロー
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タリーの著明な唱歌指導者の言葉を引用して、歌うこと
の効用を次のように挙げています。
①友愛の宣揚となること。
②気分の放出となること。
③音楽への関心を促すこと。
④歌の選択が会合の目的に合致すれば、よく会員の話
題を用意させることが出来る。
世界最初のロータリーソングは残念ながら分かりませ
んでした。
ちなみにハリー・ラグルスはロータリーで「最もよく
奉仕する者、最も多く報いられる」で有名なアーサー・
フレデリック・シェルドンの推薦者でした。
今現在ロータリーソングは144曲余りあると言われて
いますが、大体四分の三はロータリアンが作った歌では
ないそうです。

磯部
氏

あいろう

名 玉川 愛朗

生年月日 昭和43年４月25日
推 薦 者 太田宗一郎 会員
職業分類
事業所名
役 職 名
所属委員会

古希のお祝い

たまがわ

浩平 会員

商業銀行
株式会社三菱東京 UFJ 銀行
刈谷支社長
会場委員会

杉浦世志朗 会員

お

祝

玉川

い

12月の会員の誕生日…杉山欣輝、杉浦世志朗、小野雄司、
加藤繁則、中川耕児会員。
配偶者の誕生日…盛田俊子（豊一）
、鈴木千春（豊）、吉
原梅世（孝彦）
、
内藤多香子（昇）
、
磯部明子（一智）様。
結婚記念日…小林祥浩、大竹憲治、久米博明、磯部一智、
田上武会員。
12月度入会記念日…池田憲司、内藤耕造、久米博明、小
川耕示、角谷広高、霜出倶弘、深谷嘉英、磯部一智、
加藤正則会員。

新入会員紹介
いそ べ

氏

名

愛朗 会員

新入会員アワー
山内

得次 会員

８月に入会いたしました、トヨタ
紡織の山内です。1954年阿久比町生
まれの63歳です。刈谷 RC が誕生し、
RI 承認・確認電報の受取日が私の
誕生日。その頃からご縁があったよ
うです (?)。1977年に日本電装（現
デンソー）へ入社。20年間生産技術
開発に従事した後、豊田紡織（現 トヨタ紡織）へ出向。
４年間のアメリカ赴任を含め、生技・生産、品質保証、
安全・環境、工場経営に20年間従事しました。

こうへい

磯部 浩平

生年月日 昭和45年６月14日
推 薦 者 小河俊文 会員
職業分類 証券業
事業所名 東海東京証券株式会社
役 職 名 刈谷支店長
所属委員会 親睦活動委員会

趣味はラン栽培で、なかでもデンドロビューム「ユキ
ダルマ・ザ・キング※」は43年間同じ DNA を育てて
おり、今では希少価値ありと思っております。（※ 育種
家 山本二郎さん作出の70年代ベストセラー）
さて主題へ入る前に、弊社の概要を説明いたします。
1918年、豊田佐吉が豊田紡織㈱を創業。その後1922年、
当時の碧海郡刈谷町に進出。刈谷市とのお付合いの始ま
りです。その後、繊維メーカーから自動車部品メーカー
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へと転進し、2004年にアラコ、タカニチと合併し、ト

ディングスを経て現在刈谷支店に勤務しております。

ヨタ紡織となりました。
「Quality of Time and Space」、
それはトヨタ紡織が追求する上質な時空間。お客様へ最

市川支店時代に市川ロータリークラブに３年間お世話
になりました。座右の銘は「至誠にして動かざるもの未

高のモビリティライフを提案し続けることを目指してい

だ之在らざる也」ですが、４つのテストに出会い感銘を

ます。

受けました。４つのテストはまさに世界恐慌時のシカゴ
のロータリアン、ハーバート J テイラーさんが経営立

本日の主題の「私が心がけてきたこと」
（座右の銘）
は、
「セレンディピティー」と「恕の心」
。考え方を元気
に、一生懸命努力することで思わぬものを偶然に見つけ
ることができる。その過程で謙虚さと思いやりの心を忘

て直しに挑み、成し遂げた時に必死に考えた職業奉仕の
哲学であるとのことでとても感動しました。刈谷ロータ
リークラブで勉強させて頂く幸せに感謝して今後も努力
精進して参りたいと思います。皆さま、ご指導ご鞭撻の

れず、相手の立場に立ち、物事を考え、話す、行動する。 ほど何卒よろしくお願い申し上げます。
私は子供の頃、お山の大将でしたので、自分を律するた
め大切にしてきました。他には「北風と太陽」の教えな
どがあります。
最後に海外赴任では、日本語補習校の校長、ハロウィ
ン、ボランティア活動など楽しい思い出もありましたが、
社長として400人の従業員と一緒に奮闘した４年間は私
の財産です。このことを経験し、現地企業のトップに必
要な資質・能力とは何かを学びました。
今後は刈谷 RC のメンバーとして志を高く「奉仕の理
想」を追求し精進してまいります。

新入会員アワー
市川

紀征 会員

野村證券の市川紀征です。この度
は伝統と格式ある刈谷ロータリーク
ラブに入会させて頂きましたこと、
とても嬉しく思っております。大変
光栄なことでございまして感謝の気
持ちでいっぱいです。今の気持ちを
忘れずにロータリー活動にしっかり
取り組んで参りたいと思います。
私は昭和40年に信州上田（長野県上田市）に生まれま
した。幼少の頃より郷土の英雄
「真田左衛門左信繁公（通
称幸村）
」を中心とした真田家の物語と生き様を聞いて
おり、とても大きな影響を受けております。旅行先の歴
史を調べたり、ジョギングしながら街にある小さな史跡
を発見するのも大好きで、歴史に触れることが大好きで
す。
趣味はロック音楽を聴くこと、演奏することです。小
学生で出会ったアメリカのロックバンドの KISS に大変
大きく影響を受けました。11歳から大学卒業までプロを
目指した仲間たちと「ロック」しかなかった日々を過ご
しました。そんなロックンロールな人生は当然挫折しま
した。
昭和63年に大学を卒業して野村證券㈱に入社しました。
創業者野村徳七の企業理念である「証券報国」
「顧客と
共に栄える」に身がひきしまる思いで入社しました。そ
の後、横浜支店をスタートに福山支店、営業企画部、松
本支店、名古屋支店、大阪支店、市川支店、野村ホール
（3）

