
クラブテーマ：「熱田の杜・友愛・気品」
～平和と紛争予防･紛争解決月間～第1868回例会

会長挨拶 平野好道会長

2019年2月28日（木）  晴れ  第30回　例会及びI.D.M.

　皆さん、こんばんは。1月24日の会長挨拶で中国人はお金
があればバスに乗らないという話をしました。その続きをと
言いたいところですが他にも話したいことがあって別の話題
にしようかと悩みました。例えば最近の最高裁判決で不倫
相手に離婚による慰謝料請求はできないというセンセー
ショナルな見出しの事件があり、そもそも不倫による慰謝料
請求はできないという学説についてお話したいと思いました
がまた別の機会に。また、堀ちえみさんが口腔ガンになって手術をしましたが、こ
の報道でよくメディアに歯科医が出ていらっしゃって口腔ガンの治療は歯科医
もできるそうなんですが、どこまでが口腔で、どこからが範囲外なのか、転移して
肺に行ったらもう歯科医では治療ができないのでしょうがこれはどういう仕組
みなのか、なんて疑問を持ったのですがこの点はリクエストしておけば梅村さん
の卓話で聞けるかもしれません。
　さて日本人は息子にマンションを買い与えるほどのお金があってもバスに乗
ることを不思議には思わない。それがエコであったり、歩く方が健康によかった
り、別にバスに乗っても恥ずかしいことはないというのが日本人です。これに対し
て中国人はお金があったらバスに乗るのはありえないという発想です。お金があ
ればバスではなくタクシーや運転手付の車に乗るので、バスに乗るのはお金が
ないという考えです。中国人は持っているお金の量に応じて使うのでお金の制
約があるからバスに乗るということです。だから中国の人たちは自分が持ってい
るお金の量によってお金の使い方が変わるのでお金があまりない人は慎ましい
生活をしますが、お金がある人は思いっ切りお金を使います。中国人の富裕層
のお金の使い方が日本人からすると荒っぽく見えるのはここに理由があるので
す、という話でした。そこで今日はその続きで中国人は小銭を返さないかという
話です。例えば私が湯澤幹事と一緒にいて自販機でお茶を買いたいのだが、小
銭がないからちょっと小銭を貸して下さいと言ったら多分湯澤幹事は貸してく
れると思います。この場合私は小銭ができ次第湯澤幹事に貸してくれたお金は
返します。それが150円であっても、日本人からすると借りたものは返すのが筋
なので返さなければいけないと考えるのが普通です。だから私は借りたお金は
返さなきゃと考えていますし、幹事も返してくれるものだと思っていて、それが遅
れるとどうしたんだろう、借りたことを忘れたのかな、なんて思ってしまいます。こ
れを返さないと150円借りて返さないのはケチだとか、ずるいという評価になり
かねません。ところでこの150円で幹事の生活に支障がでるかというと全くと
言っていいほど生活に支障はないでしょう。全体の財産からすると何の影響も
ないと言ってもいいかも知れません。しかし中国人はそうは考えません。150円
を返してもらえないことが影響がないのであれば、そのような少ないお金を返す
ことに何の意味があるのか、そんなことする必要があるのかと考えるのが中国
人です。だから借りても返そうとはしないし、返してもらおうとも思わない。つま
りお金の量、現実的影響の大小を基準にものごとを判断するのが中国人である
のです。もちろん150円がその人の生活に影響するような金額であれば、中国人
も返さなければいけないと考えます。持っているお金の量を基準に考えるという
ことですね。最近の事件でこの日本人の考えをよく示しているのが、コンビニで
100円でコーヒーを買って150円のカフェラテを注いだとして窃盗の疑いで逮
捕されたというものがありました。50円でも窃盗は窃盗だとするのが筋だとい
うのが日本人の考え方を徹底したものなのでしょうか？

山口哲司会場委員長：司 会
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会員67名　出席44名  （出席計算人数51名）
2月18日は補填により100％出席率　72.1％

出席報告 鈴木雅登出席委員

ニコボックス 鈴木雅登ニコボックス委員
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昨日、川奈カントリーにて野崎カップに参加して優勝しました。
ありがとうございます。
家内の誕生祝ありがとうございました。
野崎カップ川奈ゴルフ会には多数のご参加有難うございました。
お陰様で連日好天に恵まれ満開の桜を目で見ながら楽しいゴルフ会でした。
田中宏さん、本多さん熱海スコットでの食事会最高においしかったですネ！
一寸喰べ過ぎました！
先日は上井プロを囲む会にお集まりいただき有難うございます。蓬莱軒の鈴
木さんには大変お世話になりました。
昨夜東京のサントリーホールでブラームスのドイツレクイエムを歌ってきまし
た。楽しかったです。
2月も終わりです。
川奈、熱田では野崎さんはじめ皆さんにお世話になりました。
長男の大学も決定し、ホッとしています。
本日I.D.M.での皆様の協力お願いします。
川奈では野崎さんはじめ、会員の皆様にお世話になりました。
ありがとうございます。明日は熱田神宮にて｢朔日市｣を開催いたします。
たくさんの御来場お待ちしております。
恒例の川奈GC遠征に行って来ました。野崎さんはじめ、参加の皆さんありが
とうございました。
野﨑カップとても楽しゅうございました。
いつか優勝してみたいです。

鈴木　伸一さん
千秋　季頼さん

野崎　洋二さん

泉　　憲一さん

平野　好道さん
梅村　昌孝さん

田中　　宏さん
堀　　慎治さん

鈴木　淑久さん

湯澤　信雄さん

本多　誠之さん

次週3月7日(木)、13:40より、第5回CA、第9回理事会をヒルトン名古屋4
階｢藤の間」にて行います。
次々週3月14日(木)、R定義により休会します。
次々週3月14日（木）～16日(土)、台北延平RC訪問をします。

幹事報告

I.D.M.

・

・
・

親睦活動委員会：田中宏委員長

挨拶：堀慎治クラブ奉仕委員長

湯澤信雄幹事

皆さんにFAXで4月7日の春の家族会のご案内をさせていただいておりま
す。ご出席の方には後日、交通手段等についてご連絡させていただきます。
よろしくお願いします。

委員会・同好会報告

・

堀慎治クラブ奉仕委員長

湯澤信雄幹事

　皆さん、こんばんは。今年のガバナー方針は他のクラブに
行ってクラブの良さを発見しようという話でしたが、瑞穂RC
は10年未満の会員の方がかなり多いということで若手会員
の人に瑞穂RCの良さを知っていただきたいという思いで今
回の企画をさせていただきました。瑞穂RCには公式な同好
会が6つあります。新入会員さんの中ではまだ1つも加入して
いない方もいらっしゃるかもしれません。瑞穂RCのメンバー
を知ると言うことは、普段の例会の30分では基本的にはわ

からず、同好会や飲み会に参加して3年から5年程を経てやっとこういう人かな、
こんな人になりたいな、こういう人ともっと付き合いたいな、と思うようになり付
き合っていくことによって自分も成長したと思っています。
　今回のI.D.M.は各同好会の方にその同好会の活動内容等をお話していただき
ます。特に同好会に加入していない方はよく聞いていて面白そうだと思う同好会
には積極的に加入して下さい。また、今は6つしか同好会がないのですが新しい
同好会を立ち上げたいという方や、既存の同好会ももっと活性化させようといっ
た話ができたらと思います。そして今回のI.D.M.で新しい同好会が2つ3つ新しく
できるということも期待しております。そういったことを踏まえまして今日のI.D.M.
を開催します。まず最初にゴルフ部会からお話をお願いします。



　

例会のご案内

■次々週行事

■今週卓話

■次週の行事
3月21日（木）　R指定により休会

素振りが出来れば飛距離は伸びる
JGTO ツアープロコーチ･ドラゴンプロ 安楽 拓也さん
：
：

テ ー マ
卓 話 者

3月7日（木）

3月14日（木）　R指定により休会

ゴルフ部会：田中宏幹事

グルメ会：野﨑洋二会長

スキューバ･ダイビングクラブ：湯澤信雄さん

野球部会：鈴木淑久キャプテン

カラオケ同好会：湯澤勇生さん

スキー同好会：山口哲司さん

(新) 麻雀同好会：星野一郎さん

　2度目の副会長の仕事ということで、最初は今年の創立記
念例会で挨拶させていただきました。2回目は今日のI.D.M.で
す。同好会の皆さんの話を聞いて、いろんな事を思い出しまし
た。先程堀さんの挨拶のとおり、30分食事するだけではなかな
か人となりということはわからないものです。同好会などに参
加して違った人間性を垣間見ていただいたりしながら、皆さん
が交流を深めていただけると嬉しいです。いろんな同好会があ

りますが、瑞穂RCの同好会は楽しい同好会ばかりで他のクラブから羨ましがられ
ているそうですので、これからもよろしくお願いします。

閉会の挨拶：亀井直人副会長

懇親会風景

　皆さん､こんばんは。ゴルフ部会は現在メンバーが41名い
ます。3月8日には第393回を開催します。年に9回、3･4･5･
6･7･9･10･11･12月に月1回ずつ活動をしており、今年の
11月には第400回を開催します。この第400回を記念して
できるだけ皆さんが参加しやすい形で1泊2日くらいで盛大
に開催できないかと考えているところです。第400回記念を
加入していない皆さんも一緒に迎えられたら嬉しいです。普
段のゴルフ部会は、名古屋ゴルフ倶楽部、三好カントリー倶

楽部、愛知カンツリー倶楽部、この3つをメインで利用しています。会費は上期と
下期にわかれています。それぞれ会費報告をしています。ゴルフをやらないとい
う方も会費をお支払いいただいて同好会に出席いただいてもかまいません。ゴ
ルフを教えて欲しいという希望があれば、私よりプロの方にご指導頂くようご紹
介させていただければと思います。ゴルフが上手な方、そうでない方、含めまして
ご興味がある方は私に声をかけて下さい。最近のコンペはハンデ戦としてでき
るだけ多くの皆様に優勝が回るように工夫をしております。是非みなさん腕を磨
いてゴルフ同好会にご参加いただいたら嬉しいです。よろしくお願いします。

　皆さん､こんばんは。現在は私が会長を務めさせていただ
いておりますが、以前の会長が亡くなられた関係で実は昨
年グルメ同好会の活動がありませんでした。今年は活動して
いこうということで案として新潟に行きたいと考えています。
新潟には有名な行形亭(いきなりや)という日本料理店があ
ります。また新潟は素敵な芸者さんが揃っており華やかなと
ころです。酒も食べ物も美味しいので去年活動ができなかっ
た分、沢山美味しいものを食べようという話になっています。

一昨年前に鈴木淑久さんの提案で名古屋の和食の祭典に行きました。和食の
祭典は全国の一流料亭の皆さんが集まっている｢全国芽生会連合会｣という会
があり、大阪の吉兆(きっちょう)という日本料理店の主人をはじめ、そうそうた
る方 が々いらっしゃっる会です。そこで私たちは美味しく料理をいただきました。
それがグルメ会の活動の最後だったと思います。その和食の祭典が今年岐阜で
開催されるそうです。是非この期会にグルメ会の会員の皆さんと行こうと思って
おりますので、まだ同好会に加入されていない方は是非グルメ会に加入して下
さい。会費は1年に1度です。せっかくのグルメ会なのでこれからは活発的に活
動していきたいと思います。よろしくお願いします。

　皆さん、こんばんは。スキューバ･ダイビングクラブは20年
くらい前に森恒夫さん松波恒彦さん中心でサイパンやパロ
など海外に行かれていたそうです。7年くらい前からは沖縄
の石垣島、宮古島ととても海の綺麗なところへ行っておりま
す。ダイビングはライセンスがないと海へ潜れないんじゃな
ないかと思うかもしれませんが、今は体験ダイビングといっ
てインストラクターの方と一緒に潜ることができるのでライ
センスのない方でも潜ることができます。海が綺麗で感動し

ますよ。是非体験していただければと思います。年齢の心配をされる方もいらっ
しゃるかもしれません。確かに最近は危険なスポーツとして厳しくなってきまし
たが友好クラブの福岡西井ノ原さんは85歳で毎年数十本と潜ってらっしゃい
ますので、ご心配なく参加していただければと思います。今年は7月6､7日で宮
古島に行く予定をしております。是非皆さんの参加をお待ちしております。また
体験ダイビングでも怖いという方にはシュノーケリングもありますし、ビーチで
お酒を飲んで寝ているだけでも参加していただければ結構です。会費は1年に1
度です。是非皆さんのご参加をお待ちしています。

　皆さん､こんばんは。野球部会のキャプテンをさせていただいています鈴木淑
久です。私は瑞穂RCの会員になって11年目になりますが、会員になった当初に
鈴木君は野球をやるのかと聞かれました。草野球をまだやっておりますと答え
たら、野球部会があるから入りなよと言われましたので加入しようとしたら、野
球部会が休部になってしまいました。それでも皆さんと野球をやりたいなと思っ
ていたら、一昨年前から活動が再開しました。今ではメンバーが34名もいます。
活動が再開してから最初の試合は、新調したユニホームが試合までに間に合わ
ず各自ジャージを着て参加しました。対戦相手は豊田中RCという以前から野
球を練習されてて毎年春秋と大会にも出て甲子園にも2年に1回行っているよ
うな強いチームでした。復活したての瑞穂RCの野球部会でしたので不安でした
が、まさかの6対1で勝ってしまいました。その夜急遽打ち上げを行いました。そ
こで飲んだお酒はとても美味しかったことを今でも覚えています。そんな皆さん
の野球の熱が徐 に々高まってきて今に至っております。去年の9月には念願の甲
子園に参加させていただきました。同好会にまだ加入されていない方は是非興
味がありましたら加入していただければ嬉しいです。そして実は去年の甲子園で
の試合にてスタンドで応援をしに来てくれた方がいらっしゃったんですが人数
が少なく寂しかったので、野球部会に加入していない方でも応援に来ていただ
いてもかまいませんので是非試合の際には応援に来て下さると嬉しいです。
　そして先日甲子園の空き日程が送られてきて瑞穂の年間行事とすりあわせる
と今年は5月26日(日)､6月30日(日)を候補として全国ロータリー野球同好会の
事務局に提出しました。また事務局から連絡がきましたら発表させていただき
ます。野球部会の会費としては1年に前期後期と2回です。あとは春と秋に豊田
で試合があり、甲子園には2年に1回は行きたいと思っています。野球部会に加
入していない方にも試合だけ見に来ていただいて飲み会だけでも参加していた
だくと面白いと思いますし楽しんでいただければと思います。日 の々練習で強く
なってきました。野球部会、観戦ともに是非参加をよろしくお願いします。

　カラオケ同好会は8年前からあります。メンバーは年齢に
関係なくみんなでワイワイ楽しく活動しています。普段は例
会後に集まったり、日時を決めてメンバーの皆さんと食事を
してからカラオケをしたりしています。同好会に加入していた
だくのが1番有り難いですが、加入していない方でも参加して
いただいてもかまいませんので、皆さん積極的に参加してい
ただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

　スキー同好会の活動は年に1度です。5年前から活動をし
ています。第1回は2014年に長野県の白馬へ行こうとしまし
たが、その時に豪雪で高速道路が利用できなくなってしまい
行くことができず、初回にいきなりつまずいてしまいました。
翌年はそういったことのないようにと北海道に場所を変えて
第2回スキー同好会の活動をしました。それから4年続けて
活動をしています。毎年5～8人程で行っています。皆さんは
スキーの経験があると思いますが、けっして怖いものではあ

りませんので安心して参加して下さい。また今はレンタルサービスが充実してい
ますので全てレンタルで滑ることができます。スキーを経験したことがある方は
年数が経っていてもまたすぐに滑ることができますので、ご心配なさらないでご
参加ください。毎年1月の中旬～下旬に活動の計画を立てています。スキーが出
来なくても雪景色を堪能されたい方や美味しいものを食べたい方でも参加して
いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

　皆さん、こんばんは。私は高校生の頃から麻雀を始めて長年愛好しています。
瑞穂RCの皆さんと麻雀をしたことがほとんどありませんので、この期会に麻雀
同好会の設立を決めました。実は私は次年度プログラム委員の委員長をご指名
いただきまして、さらに麻雀同好会の会長にもなってしまい不安がいっぱいです
が、これもご縁として精一杯やらせていただこうと思っております。麻雀好きの方
は是非加入をお待ちしておりますのでよろしくお願いします。
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