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クラブテーマ：
「熱田の杜・友愛・気品」

2018年11月15日
（木） 晴れ 第18回
司
会 ： 山口哲司会場委員長
ゲ ス ト ： 台北延平RC 林永華会長同夫人以下11名
福岡西RC 信友浩一会長以下13名
米山奨学生

グエン・ティ・カ リンさん

会長挨拶

平野好道会長

本日はボジョレーヌーボー例会です。国内か
らは福岡西RCのメンバーが、国外からは台北
延平RCのメンバーが参加してくださっていま
す。遠くからご参加いただきありがとうございま
す。
心から歓迎致します。
ところで、
ご承知の方もいらっしゃるかと思い
ますが、10月から始まったNHKの朝のテレビ
小説「まんぷく」は日清食品の創業者である安
藤百福とその妻のお話です。
この安藤百福の旧
名は呉百福、
日本統治下の台湾で生まれた台湾人で、後に日本に帰化
しています。
ご承知のとおり、
日清食品はカップヌードルで世界の食文化
を変えた人物で日本と台湾の絆を象徴するような人物です。
日本統治時代を経験した台湾人企業者には、安藤氏と同様に世界的
企業を作った方がいらっしゃいます。
この中のお一人にキング・リューこ
と劉金標さんがいらっしゃいます。
この方は1972年に自転車の製造に
乗り出します。
それ以前にしていたウナギの養殖事業が台風によって壊
滅的な打撃を受けたため、
当時アメリカでエコ指向の高まりから空前の
自転車ブームになっており、社名は地元で活躍していた少年野球チーム
にあやかってジャイアントと名付けました。
ジャイアントは、
当初OEMで自転車を製造していましたが、生産力が
安価な中国にどんどん製造拠点が変わり、OEMとしての受注が激減し
てしまいます。
そこで、OEMの限界を知ったリューさんは独自ブランドの
「GIANT」
を立ち上げ、東レを説得して素材を調達し、世界に先駆けて
カーボンを使ったフレームを作るなどして、世界的な自転車メーカーと
なり、
自転車業界のトップメーカーになっています。
この劉さんは日本の
多くの自治体とともに自転車を取り入れた地域振興を精力的に進めた
ということで、2017年に日本の旭日中綬賞を受けています。
そして、
ご承
知の方もいらっしゃると思いますが、実はこの劉さんの娘婿さんが台北
延平RCのブライアンさんです。
台湾は、
3·11の東北の震災に際しても世界で最高額の200億円以上
でも、
これに対し日
の義捐金を送ってくださいました。本当に感謝です。
本国はきちんと感謝の意思を表したのか、
という点については、
また別
の機会があればお話したいと思います。
それはさておき、今日は同じロータリアンとして、国籍を超えて友好を
深めていただければと思います。

出席報告

星野一郎出席委員長

会員65名 出席55名 （出席計算人数49名）
出席率 94.8％

ニコボックス

11月8日は補填により90.1％
星野一郎ニコボックス委員長

・ 台北延平ロータリークラブ様より多額頂きました。

台北延平ロータリークラブの皆様

2018-19年度
名古屋瑞穂ロータリー
クラブ会長のテーマ
「継続と変化」
2018-19年度
国際ロータリーのテーマ

インスピレーションになろう
（BE THE INSPIRATION）

古くからのメンバー共々、
宜しくお願い致
･ 新人も参加させていただきます。
福岡西ロータリークラブ一同
します。
・ 台北延平RC、福岡西RCより多くの友人をお迎えして、盛大にボジョレヌ
野﨑 洋二さん
ーボ例会が開催され、
最高に嬉しく思います。
・ 本年3月、台北延平RC41周年、昨年9月の福岡西RCお月見例会の折には
両クラブの皆様には大変お世話になりました。本日当クラブ”ボジョレーヌ
稲葉
徹さん
ーボ例会”にご参加いただき心から歓迎いたします。
福岡西ＲＣの皆様ようこそお越しいただきました。
心より歓
・ 台北延平RC、
鶴田
浩さん 松波 恒彦さん
迎させていただきます。
岩田 修司さん 伊藤
豪さん 八木沢幹夫さん
渡辺喜代彦さん 長坂 邦雄さん 長瀬憲八郎さん
堀
慎治さん 湯澤 信雄さん 湯澤 勇生さん
市岡 正蔵さん 梅村 昌孝さん 鈴木 健司さん
山口 哲司さん 鈴木 淑久さん 村上
学さん
中野 健二さん 鈴木 雅登さん
福岡西RCの皆さん、
ボジョレーヌーボ例会によう
･ 台北延平RCの皆さん、
親睦活動委員会一同
こそ。
今夜はゆっくりと楽しんで下さい。

福岡西RCよりお知らせ
国際奉仕担当理事：鈴木幸男さん
2020年3月6日に第7回日台RC親善会議の例会及び懇親会、
エク
スカーションが福岡にて行われます。
日本での開催は3回目で、国内か
らは700名、台湾からは300名がお見えになります。会場はホテル
ニューオータニで、1000名収容できるよう準備･調整しております。皆
様どうぞ福岡にお越し下さい。
お待ち申し上げております。

幹事報告

湯澤信雄幹事

（木）R規定により休会です。
・ 次週11月22日
・ 次々週11月29日(木)11：００より、長期ビジョン委員会を事務局に
て行います。
・ 次々週11月29日(木)11：4０より、臨時理事会をヒルトン名古屋4
階「梅の間」にて行います。
・ 次々週11月29日(木)13：4０より、指名委員会(第一部)をヒルトン
名古屋4階「梅の間」にて行います。
・ 次々週11月29日(木)18：0０より、指名委員会(第二部)を蓬莱軒
神宮店にて行います。

懇親会

司会：田中宏親睦活動委員長

挨拶：台北延平RC 林永華会長
平野会長はじめ、名古屋瑞穂ロータリークラブ
会員の皆様、福岡西ロ一タリークラブの皆様、
こ
んばんは。本日は、
当クラブの前会長ならびにクラ
ブ会員及び家族が貴クラブを訪問させて頂き、大
変嬉しく存じます。
また、昨夜の晩餐会では熱烈
な歓迎を受け、誠にありがとうございました。
貴クラブは長年にわたって、歴代の会長及びク
ラブ会員の努力により、今日までご発展されてお
りますことに敬意を表するとともに、私達にとって
大いに学びになる事に感謝いたします。姉妹クラブを結んでから32年に
なりました。
これまでの双方の相互訪問と多くの活動を通じて、
お互い
に深い感情を築いてきました。双方の歴代会長とクラブ会員の努力に感
謝しております。
そして、今後もクラブ間の交流がますます親密になり、
その友情を永遠のものとなるよう期待しております。
今年、貴クラブは平野会長の下で、様々な事業が進められていると存
じますが、
この先ロータリークラブ
「Be The Inspiration」のテーマの
下で、人類社会を改善し、親善平和を深める精神を達成することを信じ
ています。私個人がクラブに参加してから、貴クラブの授証記念式典に
は何度も参加しています。
これまでの貴クラブからの深い友情を頂いて

います事に、
改め感謝しております。
来年3月15日、
当クラブ42周年の記念パーティーが開かれる予定で
す。
ここで前会長やクラブ会員、奥様の皆様にぜひご臨席を賜り、台湾に
てお会いできること楽しみにしております。
最後に貴クラブの暖かいおもてなしに感謝します。貴クラブの発展、
両クラブの友情、
そしてクラブ会員、
ご来賓の皆様のご健康とご発展を
祈念して挨拶とさせて頂きます。

挨拶：福岡西RC 信友浩一会長
先ほど平野会長がお話をされましたが、台湾か
らのRC、国内では福岡西RCが名古屋瑞穂RCと
の縁で、3つのクラブが集まりました。
これは我々
のクラブにとても縁のあることで、2020年3月6
日に日台のRCの親善会議が福岡であります。そ
の親善会議の実行委員長は、本日参加しておりま
せんが倉重さんが担います。
その組織作りの窓口
になっておりますのが担当理事の鈴木さんです。
鈴木さんをサポートするのが次期会長の忍田さんです。前回、
日台親善
会議をされた金沢のRCから福岡西RCの倉重さんがよい、
と指名があ
り、
ロータリー伝統の
「はい」
と
「イエス」
しかないということで引き受けて
おります。多くの方々をお招きする予定でおります。国内からは600名、
台湾からは400名と大変な配慮が必要ですので、福岡西RCが全力をあ
げて、鈴木担当理事、倉重実行委員長を支える予定でおりますので、平
野会長も申しておりましたが、国と国のフォーマルな外交として、我々は
ロータリアンとして民間外交をしっかりやってまいりたいと思います。
こ
れを縁に、一層、民間外交がロータリアンという名前で強まることを期
待しております。
お招きありがとうございました。

乾杯の挨拶：稲葉徹直前会長
福岡西RC、台北延平RCの発展、
また今日ご参集の皆様のご健勝・ご健
康を祈念いたしまして杯を上げたいと思います。
乾杯！

閉会の挨拶：村上 学国際奉仕委員長

僭越ではございますが、
ご指名ですのでご挨拶をさせていただきま
す。本日は台北延平RCの皆様、
また福岡西RCの皆様、
お越しいただき
ましてありがとうございました。
また、名古屋瑞穂RCのメンバーの皆様、
本日は大変お疲れ様でございました。今年はボジョレーヌーボーを飲ま
れて倒れられる方もおらず、
少々ホッとしております。
昨日の夜から台北延平RCの皆様とはウェルカムパーティー、南信州
への旅行と皆様にとって良い思い出になっていれば幸いに思います。福
岡西RCの皆様は、明日愛知カントリーにてゴルフもございます。天気も
良いようですので、秋晴れの中存分にゴルフをお楽しみいただければと
思います。
いずれにしましても諸先輩方が築かれました両RCとの友好・友情を
脈々と引き継がれ今日までやって参りました。敬意を表すると共に、本日
をもってますます深い絆になったと思いますし、
また、
この先未来永劫、
友情が続くことを心よりご祈念申し上げ、
また皆様のご健康・ご多幸・商
売繁盛をご祈念申し上げて、
閉会の挨拶とさせていただきます。

台北延平RC
台北延平RCの皆様はボジョレーヌーボ例会前に、南信州にてそば打
ち体験、打ったそばを堪能されました。

例会のご案内
■今週

11月22日
（木） R規定により休会

■次週の卓話

11月29日
（木）
テ ー マ：新会員イニシエーションスピーチ
会員卓話：西川徹也さん

■次々週行事

12月6日
（木） クリスマス家族会
時
場

間：18：00〜20：00
所：名古屋観光ホテル「那古の間」西

