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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3008回例会プログラム
［当年度＝34回目；当月＝１週目］

13：30

18．点 鐘……〈会
19．閉会宣言
20．散 会

長〉

2018年（平成30年）５月７日㈪
出
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〉

席

５名

84名

出席率 94.05％

前々回（４／16）の修正出席率 100％

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
12：45

会員総数 92名
出席免除 24名
出席義務者＋免除者の内例会出席者
欠

３．開会宣言

席

８．会長挨拶並びに会長報告
９．お祝い

会

長

報

告

１）５月２日水曜日、小垣江東小学校、住吉小学校に
刈谷音楽協会のご協力を頂き、学校訪問コンサート
が開催され幹事と共に出席して参りました。

（誕生日祝・結婚記念日祝・入会記念日祝）
10．幹事報告
11．副幹事報告
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
（５／14）……
観劇家族例会（親睦活動委員会）
10：00 ～ 例会
（碧海信用金庫御園支店）
11：00 ～ 観劇（御園座）
（５／21）……
クラブフォーラム（青少年奉仕委員会）
講師

青少年交換学生
ローウェン・ステファンソン 君
RYLA セミナー受講生
犬塚
望 様・前田 純樹 様
（紹介者 奥野 櫻子 会員）

２）５月３日木曜日、刈谷市大名行列・山車祭に出席
して、参りました。

幹

事

報

告

１）５月１日よりロータリー財団のロータリーレート
は、108円になりました。

副 幹 事 報 告
１）本日例会終了後に大会議室にて、次年度理事・役

13：00

16．本日のプログラム
いそ べ
新入会員アワー 磯部
たまがわ

17．謝

〃
辞

玉川

こうへい

浩平 会員
あいろう

員・委員長会議を開催致します。関係者の方はご出
席をお願い致します。

愛朗 会員
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会長あいさつ

お

祝

い

５月の会員の誕生日…太田宗一郎、近藤純子、菊地康英、

メーデー
吉原

孝彦

メーデーというと「労働者の祭典」
と思っていましたが、ある説による
と、実はこれは「北欧起源の土着の
祭」であり、春の遅い北欧の人々が
５月になってやっと春が来たという
ことでその１日を祝日として「仕事
を休んで」祭をした習慣が近代の
「メーデー」の起源だそうです。
現在のメーデーの発祥の地はアメリカで、1884年アメ
リカ全土の労働組合、各種団体が８時間労働制の要求を

林正敏、横山宜幸、久米博明、鬼頭一浩、盛田高史会員。
配偶者の誕生日…加藤ひろ（英二）、伊藤佳代子（節夫）
、
吉岡千花（秀記）、横山伸子（昌幸）様。
５月度結婚記念日…神谷光義、加藤英二、杉山欣輝、神
谷龍司、鈴木豊、小河俊文、堀田昌義、鈴木一正、吉
原孝彦、田中正之、菊地康英、新海伸二、豊田貴久、
丹羽克誌会員。
５月度入会記念日…神谷強、加藤英樹、丹羽克誌、鬼頭
一浩、新海伸二、石川友美、近藤純子会員。

新入会員アワー
磯部

浩平 会員

掲げ、毎年５月１日にゼネストを決行することを決定し
たことに始まります。そして1886年「仕事に８時間、休

東海東京証券刈谷支店長の磯部浩

息に８時間、自分のしたいことに８時間を！」と最初の
ゼネストに立ち上がりました。２日後の５月３日、ピケ
中の４人の労働者が射殺され、翌４日に抗議集会を開き
ました。その集会中に爆発、発砲が起こり、組合のリー

平でございます。
この度歴史と伝統のある刈谷ロー
タリークラブに入会させて頂いたこ
とに、大きな喜びを感じると共に、

ダーがでっち上げによって処刑されるという痛ましい弾
圧がありましたが、メーデーは全世界に広まりました。
1890年には第１回国際メーデーがヨーロッパ、アメリ

より一層この地域のために精進して
参りたいと身が引き締まる思いです。
当社東海東京証券は愛知県名古屋市に本社を置く独立

カの各都市で開催されました。こうしてメーデーはその
後各国で毎年行われるようになりました。
日本での第１回メーデーは1920年５月２日、労働者が
集まりやすい日曜日に上野公園で開催され、１万人が参

系の証券会社でございます。
2000年10月、東京証券と東海丸万証券が合併し発足致
しました。現在は東海東京フィナンシャル・ホールディ
ングスの子会社として幅広い商品・サービスを提供して

加しました。この時主催者は「
（来年からは）仕事を休
んでこの会を開こう」と呼びかけました。労働組合が誕
生したのは1897年ですが、1945年までは非合法な組織で
あり、組合弾圧の歴史でした。

おります。
当グループの特徴のひとつに、各地域の地方銀行との
アライアンス戦略があります。
中国地方には、株式会社山口フィナンシャルグループ

ちなみに、日本で最初に行われたストライキは1886年
６月の甲府の製糸工場での女性労働者たちで、労働者の
勝利で終わったそうです。
今日では闘争日というよりも、労働者の祝祭日として
定着しました。

との共同出資により設立したワイエム証券株式会社、神
奈川県には、株式会社横浜銀行との共同出資により設
立した浜銀 TT 証券株式会社、九州地方には、株式会社
西日本シティ銀行（現・株式会社西日本フィナンシャル
ホールディングス）との共同出資により設立した西日本
シティ TT 証券株式会社、関西地方には、株式会社池田
泉州ホールディングスとの共同出資により設立した池田
泉州 TT 証券会社を展開し営業基盤を拡大しております。
また2018年３月には、岐阜県に本社を置く株式会社
十六銀行との業務提携、共同出資の証券会社を設立する
ことを発表致しました。
このような地方銀行との業務提携は、他の証券会社に

還暦のお祝い

はない当社ならではの取り組みであると考えます。
地方銀行の他にも、トヨタファイナンシャルサービス
証券株式会社・エース証券株式会社、高木証券株式会
社、株式会社 ETERNAL との合併など営業基盤、商品・
サービスの拡大を図っております。

林
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正敏 会員

横山

宜幸 会員

菊地

康英 会員

創立以来64年の歴史の中で、多くの先輩方が受け継い
だ刈谷ロータリークラブの伝統を守るため、微力であり
ますが一生懸命努力致す所存です。
若輩者ではございますが、精一杯邁進して参りますの

で、ご指導・ご鞭撻の程お願い致します。

新入会員アワー
玉川

愛朗 会員

みなさん、こんにちは。昨年12月
に入会させていただきました三菱
UFJ 銀行の玉川でございます。私
の経歴とともに三菱 UFJ 銀行につ
いてお話させていただければと思い
ます。
まず、最初に私の『あいろう』と
いう名前でございますが、転勤時などご挨拶させて頂く
際にみなさんから『何とお読みするのでしょうか』とか
『いい名前ですね』とか言われるのですが、決まってそ
の後に『歌舞伎役者ですか』とか『芸名ですか』とか言
われることがあります。私は３人男兄弟の３番目でして
兄が２人おります。兄の二人は上が博一
（ひろかず）言い、
下が博詞（ひろし）という名前です。兄には父親と共通
の『博』という漢字がはいっております。私が小さいこ
ろにはどうして自分だけ『博』という字がなく、こんな
変な名前にしたのか、などと親に言ったことがあります。
そういうと父親は決まって『お前は橋のふもとにおいて
あった』とか『釣りをしていると川にながされてきた』
とか言っており、まだ小さい私は、捨て子だったんだと
信じていたこともありました。実際は、私が３番目の子
供でしたので最後に女の子がほしかったようです。そう
は言っても小学生のときはひどい物で、
私のあだ名は『う
いろう』であるとか『アイロン』などと言われ、辛いも
のがありました。今となってはこの名前を気に入ってお
りますし、親に感謝しているところです。出身は兵庫県
伊丹市ということで学校を卒業するまでは関西におりま
した。現在はここからは少し遠いですが、縁あって犬山
市に住んでおりまして毎日２時間近くかけて通勤いたし
ております。
H3、東海銀行に就職、以降中部地区中心に現場・本
部勤務を経て、H29/10月現在の刈谷支社に転勤、あっ
という間に半年がすぎ、元気のよいこの刈谷で楽しく働
かせていただいております。
最後になりますが、このような機会をいただき、あり
がとうございました。
何卒今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いしま
す。
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