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奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために

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3132回例会プログラム

13．謝
14．点

［当年度＝９回目；当月＝３週目］

2021年（令和３年）10月18日㈪
１．例 会………〈司会：プログラム委員会〉
12：00 〈食 事〉

13：30

15．閉会宣言
16．散 会

出
会員総数

12：28

１．チャイム

12：30

２．点 鐘……〈副会長〉
３．開会宣言
４．ロータリーソング斉唱
……それでこそロータリー
５．講師・ゲスト並びにビジター紹介
６．副会長挨拶並びに副会長報告
７．幹事報告
８．出席報告
９．委員会報告
10．ニコニコボックス報告
11．次週並びに次々週のプログラムの予告

辞
鐘……〈副会長〉

席
98名

出席免除

24名

出席義務者＋免除者の内例会出席者
欠 席 ９名
出席率 89.77％

88名

前々回（10／４）の修正出席率 100％

副 会 長 報 告
１）国際ロータリーより、マルチプル・ポールハリス・
フェロー２回の認証ピンバッチが久米博明会員に、
１回が山下雅則会員に、ポールハリス・フェロー認
証ピンバッチが丹羽克誌会員に届きました。

（10／25）……
クラブフォーラム（国際奉仕委員会）
卓話「教育現場における外国人児童生徒
の現状について」
講師

刈谷市立かりがね小学校
日本語教育指導員 中本 幸志 様
（紹介者 伊藤 節夫 会員）
※ポケトーク感謝状授与式
刈谷市教育長
金原
宏 様
（11／１）……



久米

博明 会員

山下

雅則 会員

卓話「生涯スポーツを推奨する整形外科
クリニックの取組み」
講師 医療法人社団大須賀医院 おおすが整形外科
院長 大須賀友晃 様
（紹介者 神野 公秀 会員）


13：00

12．本日のプログラム
新会員アワー
南
康 会員
寺尾聡一郎 会員
（1）

が演じた時、自分の子供が死んでも乳母の忠誠を尽くす
場面がありました。涙と鼻水が止まらなくて、幕間に妹
に恥ずかしいと言われてしまいました。まだ二十歳のこ
ろだったと思います。歌右衛門さんは、夕霧や揚巻も独
特な首の動かし方の女形ですが、残念な事に、彼の演じ
る阿古屋は見ることはできませんでした。
昨年度観劇例会で市川海老蔵さんの舞台をご覧になら
れた方もおありだと思いますが、わたくしは16年ほど前
に海老蔵襲名公演が、歌舞伎座を初め名古屋、南座、大阪、
博多とありました。わたくしは彼の大ファンではありま
丹羽

克誌 会員

せんが、博多以外はみな観劇する事ができました。次男
に「それは追っかけでしょ。」と言われてしまいました。
銀座で見たとき、隣に座られた庵寺の尼さんと９世海老
蔵の絶世の美男子話にはながさきました。その時の勧進
帳の配役が団十郎急病のため、急遽冨樫の役を片岡仁左

委 員 会 報 告
●社会奉仕委員会
本日は２点ご報告があります。
１）地区補助金事業として、刈谷市社会福祉協議会く
すのき園さんへ、新型コロナウイルス感染症対策と
して、オゾン脱臭器１台、車椅子に乗ったまま体重
が測定できるデジタル多機能スケール１台、ロビー
チェア２台を寄贈致します。10月21日、今週木曜日

衛門さんが配役となり、海老蔵さんの弁慶とでそれはそ
れはうっとりする美しい勧進帳を見ることができてうれ

に、その贈呈式を行います。
２）刈谷市共同募金委員会より、赤い羽根共同募金の

舞台を見ている間現実の世界からはなれられるのが歌
舞伎の好きなところです。
以上挨拶とさせていただきます。

依頼が来ております。
（すみません、会長は私がさ
せて頂いております。
）本日、ボックスを回します
ので、ご賛同頂けるようでしたら、ご協力をお願い
致します。
●クラブ会報・IT 委員会
１）マイロータリー登録状況について、2760地区平均
が42.98％、刈谷 RC においては22.45％と地区平均
に対して半分近く、少し寂しい状況になっておりま
す。登録方法を簡単にまとめたものをレターボック
スに入れております。皆さんぜひ積極的に登録をお
願いします。

副会長あいさつ
中林

久美

観劇例会の阿古屋は、いかがでし
たでしょうか。坂東玉三郎さんのひ
とりでの阿古屋を演ずるのは、もし
かしたら最後の公演かもしれません。
わたくしは、十代のころから歌舞
伎をみはじめましたが、日舞とどこ
が違うのかしらと思い初めて見た演
き
目が、娘道成寺でした。柝が鳴り幕が左から右にサーと
引き開けられた瞬間に、華やかな舞台とお囃子や謡い
方々がずらりと並んでいて、瞬間にグイッと引き込まれ
てしまいました。その後いろいろな演目見るうちに、女
形にひかれるようになりました。ちょっとした所作が女
性より女性らしく感じております。女形で一番好きな役
者さんは、六世中村歌右衛門さんでした。妹と御園座へ
めい ぼく
行ったとき、
「伽羅先代萩」の正岡の役を歌右衛門さん
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しかったです。帰りに海老蔵の助六の全判ポスターを買
求め東京から大事に持って帰りました。
わたくしも必ず坂東玉三郎の阿古屋を見に行きたいと
思います。

新会員アワー
南

康 会員

2020年８月より伝統と格式のある
刈谷ロータリークラブに入会させて
頂きましたトヨタ紡織㈱の南康です。
昭和30年生まれで出身は山口県山口
市です。トヨタ自動車工業入社とと
もに豊田市に居を移し、44年が経ち
ました。主に生産管理の仕事に従事
しており、海外駐在も10年経験しました。幸か不幸か台
湾大地震からタイ洪水まで、多くの対策本部長で旗を振
ることができ、ちょっとやそっとではビビらないように
なりました。
2012年にトヨタ紡織に入社しました。トヨタ紡織は
1918年に発明王豊田佐吉翁の創業した豊田紡織から始ま
り、今年で103年になります。今では世界中に100を超え
る工場を持つに至りましたが刈谷本社は創業以来、刈谷
市豊田町1丁目1番地にあります。会員の皆さんは小学生
の頃社会見学で来られたと思いますが、女工さんの多い
賑やかな会社だったそうです。100周年を記念して新グ
ローバル本社、歴史展示館を作りましたので、ぜひご来
社頂きたいと思います。
ここで私のタイ駐在時の話をします。１回目の駐在時
にはタイ洪水がありました。雨季で100以上のダムが満
水時に台風が３つ続いた為、アユタヤ遺跡から下流のバ
ンコク市内まで次から次へと水没していきました。本田
をはじめ日系メーカーが水没、連日サプライヤーで土嚢

積み、在庫の移動をやっていました。全世界に半導体を
納めるロームの水没では、筏で型を運んだことを思い出
します。２回目の駐在ではコロナ対応でした。私のいた
時は陽性者数は100人／日にもいきませんでしたが、国
のロックダウンにより食事もできなくなり苦労しました。
家族は子供が巣立ち、夫婦２人です。趣味は色々あり
ますが、ここ１年で密にならない、体力的に続けられる
事に変えつつあります。刈谷ロータリーバンドにドラム
で入れて頂きました。その他の仕事もこれからしっかり
やっていきますので、ご指導、ご鞭撻の程宜しくお願い
します。

新会員アワー
寺尾聡一郎 会員
今回は、改めて自己紹介をさせて
いただく機会を頂戴しましたので、
私自身の現在までの経歴を、当時の
世間の話題や当社（第一生命）で人
気のサラリーマン川柳を織り交ぜな
がらお話させていただきます。よろ
しくお願い致します。
生まれは高知県高知市。高校卒業まで高知で何不自由
なく成長し、勉強は全くせず、部活（陸上部）に明け暮
れる毎日を過ごしていました。
あまりに勉強しなかった為に、浪人生時代は人一倍勉
強しなければならず、メガネをかけ始めたのはこの受験
勉強のせいです。
大学から東京に出て生活を始め、大学４年間もバイト
に明け暮れる日々を送っていました。何とか４年間で卒
業し、就職したのが現在の第一生命です。
人と話すのが苦手だった為、営業系の仕事は志望外で
したが、リクルーターの先輩に「営業はしないから、教
員担当だから」と言われ入社をしましたが、ガッツリ営
業畑で、騙されていた事を知りました。昔のパワハラと
いう言葉がない時代の営業は厳しく、朝礼・昼礼・夕
礼・夜礼とまるで軍隊のような生活でした。自分の営業
を卒業すると支社周りとなり、渋谷・埼玉（大宮）・千
葉・町田・横浜と25年間を関東圏で、営業職員を指導し
てきました。特に思い出が多いのが埼玉で、結婚・長女
の誕生と家族が出来た事でした。勤務が８年間と長かっ
たこともあり、家族は現在も埼玉に住んでいます。ま
た半生の中で苦労してきたのが「お金」です。入社３年
目での東名高速での交通事故（無保険）は３台玉突きで
500万の借金は本当にきつかったです。現在は、愛知県
に来て３年目、刈谷ロータリークラブにお世話になり丸
１年となり、諸先輩方が優しい方ばかりで楽しい活動が
出来ていることに感謝です。今後ともよろしくお願い致
します。
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