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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3147回例会プログラム

13：30

16．散

会

［当年度＝24回目；当月＝４週目］

2022年（令和４年）２月28日㈪
１．例 会………〈司会：プログラム委員会〉
12：00 〈食 事〉
12：28

１．チャイム

12：30

２．点

鐘……〈会

11．次週並びに次々週のプログラムの予告
（３／７）……
卓話 「最近の映画事情について」
講師

刈谷日劇 支配人 堀部 昭広 様
（紹介者 石川 泰隆 会員）
（３／14）……
創立記念例会



卓話 「刈谷ロータリークラブの歴史を
語る～温故知新～」
講師 池田 憲司 36代会長
（1998―99分区代理）
内藤 耕造 41代会長
（1999―00地区幹事）



杉浦世志朗 58代会長
（2015―16ガバナー補佐）
12．

本日のプログラム
新会員アワー 杉浦 守康 会員
〃
江口 淳一 会員

13．謝

辞

14．点 鐘……〈会
15．閉会宣言

会員総数 100名
出席免除 28名
出席義務者＋免除者の内例会出席者 85名
欠 席 ７名
出席率 91.7％
前々回（２／14）の修正出席率 100％

10．ニコニコボックス報告

13：00

席

長〉

３．開会宣言
４．ロータリーソング斉唱……日も風も星も
５．講師・ゲスト並びにビジター紹介
６．会長挨拶並びに会長報告
７．幹事報告
８．出席報告
９．委員会報告



出

長〉
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告

１）２月19日土曜日に開催されました、国際ロータリー
第2760地区 西三河分区インターシティー・ミー
ティングに出席して参りました。また、そのお礼状
も西三河分区ガバナー補佐事務所より届きました。
２）ガバナーエレクト事務所より、次年度地区委員会
出向決定通知と委嘱状が届きました。
地区諮問委員会 委 員 野村重彦
社会奉仕委員会 副委員長（RCC 担当） 出口達也
職業奉仕委員会
ロータリー財団委員会
資金管理委員会
資金推進委員会
米山記念奨学委員会

幹

事

報

委 員
会計長
委 員
委員長
委 員

杉浦文雄
兵藤文男
兵藤文男
佐野彰彦
池田直樹

告

１）４月23日（土）～ 24日（日）の２日間にわたり開
催される「第９回ワールドフード＋ふれ愛フェスタ」
のチラシをメールボックスに配布させて頂きました。
（1）

２）本日例会終了後に特別会議室にて第９回理事会を
開催致します。関係の会員はご出席をお願い致します。

メディですがこの手の映画は過去にも「ディープインパ
クト」「アルマゲドン」、日本のアニメでは「君の名は」
などありました。超一流俳優を大勢出演させるところは
Netflix のすごい資金力を感じさせます。

会長あいさつ
野村紀代彦

Netflix 以 外 に も Amazon プ ラ イ ム や Wowow な ど
ホームエンターテインメントのサービスはいろいろあり

最近、日本でもコロナ感染はピー
クアウトしつつあるという論調が出
てきていますが、ご存知のように海
外ではいろいろな規制が撤廃されて

ますしこれからもいろいろな新しい技術、サービスが出
てくるのだろうと思います。今は買い物もいろいろな
サービスもネットでクリックするだけで受けられる時代
です。ただあまりネットにばかり頼っていますと家から

ウイズコロナでの生活を始めている
ところが出てきています。これから
先がどのようになっていくのかは誰
にもわかりませんが、今回のコロナ禍で世の中は大きく
変化した、というよりさせられたということは明らかで

出なくなりますので、下手なゴルフですがお誘い頂くこ
とに感謝しております。

す。多くの企業、仕事現場で様々な対応、工夫、変化が
行われた思います。プライベートの面ではどうでしょう
か？外出が減っておうち時間が増えてお家での過ごし方
も以前とは変わってきていると思います。読書にいそし
む方、新しい趣味を始められた方、いろいろだと思いま
す私は Netflix を見る時間が増えました。
Netflix は1997年にアメリカで生まれました。当時、
映画などを自宅で見るのは DVD レンタルが主流でした。
アメリカでは世界的に9000店近いレンタルビデオ店を展
開していたブロックバスターが有名でした。Netflix は
初め、ネットから DVD の注文を受けて郵送する事業を
行うベンチャー企業でした。事業はあまりうまくいかず
起業３年目の2000年にはブロックバスターに買収提案を
頼みましたが断られました。その後、ネット社会の進歩
とともにネットで映画や番組を見る人が増えてきました。
そして Netflix はインターネットを使って新しいサービ
スをはじめます。ご存知のようにサブスクリプション方

第9回理事会
Ⅰ
Ⅱ

会長挨拶
〈会
議
題
１．３月・４月のプログラム（案）について

長〉

〈クラブ奉仕委員長〉
〈プログラム委員長〉
２．花見例会について
〈クラブ奉仕委員長〉

式で映画、ドラマをストリーミングで配信するサービス
〈親睦活動委員長〉
を開始し今では会員数が２億人を超える大企業になりま
３．職場例会について
した。一方ブロックバスターは2010年に破産しています。

〈職業奉仕委員長〉
インターネット関連ビジネスの大きなパワー、スピード
４．新会員について
を感じてさせられます。

〈幹 事〉
Netflix をご覧になっている方はどのような番組がお
５．出席規定適用免除の申請について
好きでしょうか？

〈幹 事〉
日本の作品では「全裸監督」がヒットしましたし、昨
６．その他
年は「イカゲーム」が世界的にヒットしました。これら
Ⅲ 会場監督の所見
の作品はある意味過激で一般の放送電波には乗せられな
いと思いますが、自ら選んでお金を払ってみるからギリ
ギリの表現で出来るのだとか思います。
また、ドキュメンタリー系のコンテンツも通常のテレ
ビなどでは見られない内容が多く興味深く見ています。
昨年末は民放でも放送されていた「日本沈没」を見まし
た。原作は1973年小松左京の SF 小説ですが、その後何
度も映画化、ドラマ化されています。今回は小栗旬や香
川照之が出演していて環境問題や政治経済の視点からも
現代風に描かれてました。レオナルドディカプリオやメ
リルストリープなど有名俳優が多数出演していた「ドン
トルックアップ」
、隕石が地球に衝突するという半分コ
（2）

新会員アワー

杉浦

守康

この度ご縁を頂きまして2020年12
月から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て
ありがとうございます。
本日は例会の貴重な時間を頂いて、
会員の皆様にわたくしの生い立ちか
ら現在の仕事のことをお話しさせて

頂きます。

バイトと引続きバンド（ベース）に明け暮れる毎日でした。

わたくしは父、陸夫と母、良子の間の３人兄弟の長男
特に大学時代のバンドは、チケット販売ノルマを背負
として1967年（昭和42年）愛知県碧南市に生まれました、 いながら、月２回ペースで博多のライブハウスに出演し
保育園にあがる頃には父の仕事の都合もあって刈谷市の

ていました。当時は「売れたい」一心で、曲作り・ライ

ほうへ移り住んできました、その後小学校に上がってし
ばらくしたら父が居酒屋を始めると言い、寿町で庵とい

ブ活動・教宣活動に必死でした。元来博多は音楽が盛ん
であり、当時のバンドブームも相まって、知名度も徐々

う店を始めました、サラーリーマンであった父が居酒屋
を始めた理由は少年野球のチームを作りたいということ
でした刈谷 JBS というチームを友人と立ち上げて運営
していました。

にあがり、デビュー話にも繋がりましたが、散々悩ん
だあげく H３／４に日本生命に入社しました。（正直デ
ビューなんぞしていたら間違いなく路頭に迷っていまし
た、正解！）。

お店は順調で数年で借金を返して原政さんの土地を購
入して広小路に移転しました。
その後、隣地の三浦進さんの土地を購入したのですが
当時そこに住んでいた大学生の長男さんが今の当社の顧
問税理士です。

入社31年目、経歴は全て販売部です。主に東京・名古
屋で販売執行に10年携った後、福岡・神戸で営業部長職
に８年携わりました。営業職員とともに朝から晩まで
「保
険販売・お客様フォロー」に明け暮れ、数字に追われる
汗と涙の毎日でした。（この経験で相当腹が座った気が

その後中学に進学して２年の終わり２月の中頃でしょ
うか父が倒れて病院に運び込まれて２週間ほどであっと

します。）営業部長卒業後は再び販売執行５年・北九州
３年を経て、21年ぶりに名古屋勤務３年、今年度から刈

いう間に他界してしまいました。
父がいなくなったので母は業態をスナックに変更して
お店を続けました、高校に進学して２年生になったころ
から母が関係していたビル清掃会社でアルバイトを始め

谷勤務となり、愛知県としては４年目、通算６年目とな
ります。
家族は、妻（大阪）・長女（大阪）・次女（埼玉）・長男
（大
阪）と、５人家族で４か所に散在、今年度で単身赴任12

まして３年になる頃には早く働いて独り立ちしたいと考
えるようになって、そのままそのビル清掃会社に就職し
て1990年（平成３年）
、22歳時に母を社長にして今の会

年目に突入しています。（全員集合は正月のみ…）。
刈谷ロータリーは素晴らしい諸先輩方ばかりで本当に
勉強になります。ロータリー活動もしっかりとやって参

社を立ち上げて独立しました。
さて、我々の業界、ビル清掃という業種ですが清掃と
いう作業そのものは人類が定住し始めたころからあるも
のですが日本では業として成り立ったのは戦後のことで

ります。また、つい最近、刈谷ロータリーバンドにも入
れて頂きました。（しっかりリハビリして頑張ります！）
今後ともご指導・ご鞭達のほど宜しくお願い致します。

す、最初は進駐軍から依頼を受けた業者が清掃業者とし
て、その後官公庁や民間のビルや施設を手掛けて育って
きたのが始まりです。
それ故に今でも道具やケミカル類はアメリカ由来の物
が多くあります。
また最近はロボット掃除機などが話題になることが多
くなってきていますが性能的にはまだまだの物が多くこ
れからの機材なのかなという感じです。
最後にまだまだ若輩者です諸先輩方のご指導を頂き楽
しいロータリーライフを送っていきたいです、今後とも
よろしくお願いします。

新会員アワー
江口

淳一

2021年５月より伝統と格式ある刈
谷ロータリークラブに入会させて頂
きました。
日本生命保険（相）の江口淳一で
す。私自身の経歴趣味等につきま
して、過去の弊社 CM 紹介と併せ、
お話させて頂きます。宜しくお願い
致します。
昭和42年生まれの佐賀県佐賀市出身です。中学・高
校はバスケとバンド（ベース）
、大学から福岡暮らしで、
（3）

