
本日はよろしくお願いいたします。
久し振りです。本年もよろしく。
先日、名古屋瑞穂ＲＣに協賛していただいている「熱田こども将棋大会」が
開催されました。200名の子供が熱戦をくりひろげてました。ありがとうご
ざいます。渡邉さん頑張って下さい。
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会員71名　出席47名  （出席計算人数54名）
1月9日は補填により89.4％出席率　74.6％
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幹事報告

卓話

鈴木 淑久幹事

次週1月23日（木）より第4回クラブフォーラム（中間決算と組織）をヒルト
ン名古屋4F「桜の間」にて行われます。
1月23日（木）13：40より第2回クラブ奉仕協議会がヒルトン名古屋４F「
藤の間」にて行われます。
次ヶ週1月30日（木）職場例会が１２：３０より熱田神宮会館にて行われ
ます。ご参加の方はよろしくお願い致します。
1月20日（月）16：30より瑞陵高校インターアクト例会が行われます。担当
は田中宏さん・鈴木伸一さんです。
1月25日（土）熱田ＲＡＣ例会があります。担当：馬場さん、広瀬さんです。
下期会費請求書のご準備が出来ました。受付でお渡ししますので頂いて
いない方は事務所へご連絡下さい。ご郵送が希望の方も合わせてお知ら
せください。
昨日、名古屋瑞穂ＲＣの名前を使ってなりすましメールが送られるという
現象がありました。タイトルはご入金額の通知・ご請求書発行のお願いと
いうメールです。このようなメールは事務所から送っておりませんので開
かないように願います。

明日、17日より3日間　札幌テイネスキー場へ行って参ります。
また、帰って来ましたら報告致します。

只今、ご紹介にあずかりました渡邉将之です。本日は一生に一度の緊張
を味わう日になるのではないかと、覚悟を決めて参りましたので、皆様ど
うぞよろしくお願いいたします。
　私は昨年の7月より、この名古屋瑞穂RCに入会させて頂きました。ま
た、昨年は新元号令和元年の年でしたので、何か特別なものを感じなが
ら入会をさせて頂きました。
　入会をさせて頂いて、ちょうど半年が経ちましたが初めての経験ばか
りで緊張と戸惑いを隠せない私に、先輩の皆様方はいつも笑顔で本当に
優しく教えてくださり、例会や色々な活動にも楽しく参加させていただい
ております。本当にありがとうございました。

　皆さん、こんにちは。1月は職業奉仕月間です。1
月30日に職業奉仕の例会を予定しています。
　年末年始と色々なニュースがありました。私が一
番驚いたのはあのカルロス・ゴーンの不正出国のニ
ュースです。
　東京の自宅から変装して新幹線で大阪へ行き、
関西空港からプライベートジェットにより国外へ逃
亡する。正にスパイ映画のシーンに出て来るような、この日本で起こった事
とは信じ難い話です。PJの専用ラウンジで音楽機材の箱の中に入るという
発想、X線の荷物検査が箱が大きくて機械を通す事が出来ない、また機長、
運行会社の判断でX線の荷物検査を行われないことがあるという甘さと死
角を突いた事件です。
　保釈金の15億円を捨てて逃亡費用が22億円と言われていますから計
37億円という金額にもすごいと言うより呆れると言うか、すべてに異次元と
感じます。
　不正出国は犯罪だと思いますが、最初は確か金融商品取引法違反で逮
捕、次は有価証券報告書の虚偽記載。逃亡先のレバノンとは、身柄の引き渡
しの合意はないとか、逃亡者が記者会見を開いて日本の司法制度を批判す
るとか、この点については深い所の議論もあるようですがいずれにしてもあ
まりにも報道の事柄が多過ぎて議論が錯綜しています。
　私自身「あいつは悪い奴」という程度の幼稚な認識しか持っていませんの
でこの話を今ここでする事は不適切の様な気もしますが、ただ1つ強く感じ
る事は出入国の管理がこの程度のレベルで東京オリンピックは大丈夫か？
という事です。世界中から大勢の外国人が訪日する。中にはプライベートジ
ェット機を使って中東から来る富裕層もいると思います。オリンピック開催
まで時間はありませんが、少しでも出入国管理にスキが無いように体制を
整えて欲しい、平和の祭典ですから事件の無いよう可能な限りの努力をし
て欲しいと思います。
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渡邉将之　さん

渡邉さん、イニシエーションスピーチ楽しみにしてます。
関谷　俊征さん　湯澤　信雄さん　湯澤　勇生さん　
村上　　学さん　杉山　裕一さん　花井芳太朗さん

・

新会員イニシエーションスピーチ 

2019-20年度
名古屋瑞穂ロータリークラブ
会長のテーマ
「50年に向けて新たな第一歩、
会員相互の理解を深めよう！」

2019-20年度
名古屋瑞穂ロータリークラブ
会長のテーマ
「50年に向けて新たな第一歩、
会員相互の理解を深めよう！」

2019-20年度
名古屋瑞穂ロータリークラブ
会長のテーマ
「50年に向けて新たな第一歩、
会員相互の理解を深めよう！」

2019-20年度
国際ロータリーのテーマ
ロータリーは世界をつなぐ
（ROTARY CONNECTS THE WORLD）

2019-20年度
国際ロータリーのテーマ
ロータリーは世界をつなぐ
（ROTARY CONNECTS THE WORLD）

2019-20年度
国際ロータリーのテーマ
ロータリーは世界をつなぐ
（ROTARY CONNECTS THE WORLD）

2019-20年度
国際ロータリーのテーマ
ロータリーは世界をつなぐ
（ROTARY CONNECTS THE WORLD）

1980年(昭和55年)1月10日
関谷　俊征
鈴木　淑久
鳥山　政明
毎週木曜日 PM12：30～
ヒルトン名古屋

1980年(昭和55年)1月10日
関谷　俊征
鈴木　淑久
鳥山　政明
毎週木曜日 PM12：30～
ヒルトン名古屋

1980年(昭和55年)1月10日
関谷　俊征
鈴木　淑久
鳥山　政明
毎週木曜日 PM12：30～
ヒルトン名古屋

創 立
会 長
幹 事
クラブ広報委員長
例 会 日
会 場

:
:
:
:
:
:

460-0008
名古屋市中区栄1丁目3-3 AMMNATビル7F 
052-211-3803
052-211-2623
2760_nagoya@mizuho-rc.jp
http://www.mizuho-rc.jp/

：

：
：
：
：

事 務 局

T E L
F A X
M A I L
U R L

委員会・同好会報告

スキー 同好会

1月誕生日おめでとう
天野　正明さん　稲葉　　徹さん  村上　　学さん    田中　  宏さん
安岡　克明さん　山口　哲司さん　市岡　正蔵さん　岩田　修司さん
野﨑　洋二さん　田中　政雄さん



　そして、私の入会にご紹介を頂きました、内田様、大嶽様、この場
を借りて御礼申し上げます。早速ですが、改めまして自己紹介から進
めて参りたいと思います。
　私は、昭和49年に名古屋市名東区で長男として生まれました。今
年で46歳になります。兄弟は3歳離れた妹がおります。家族構成は、
妻と長男、長女、次男の5人家族でございます。職種は総合建築業を
尾張旭市にて営んでおります。今現在は、瀬戸市に住んでおりますが、
幼少期から就職をするまでは、愛知カンツリー俱楽部の目の前にあり
ます牧野ヶ池の畔で育ちました。小学校1年生から少年野球チームに
入り、4年生からは部活と両方に所属して、小学校時代は野球の思い
出しか無いくらい没頭しておりました。中学校に上がっても、当然の
ことながら野球部に入ったのですが、学校での放課中に手首を8針も
縫う怪我をしてしまい、完治に時間がかかることで、やむなく退部す
ることを選びました。高校に進学してサッカー部に入り、1年生から
レギュラーとして使っていただきサッカーがとても楽しくて、チーム
も無名の県立高校ながら2年連続県大会に出場することもできまし
た。私はハマってしまうと周りが見えなくなるほど没頭し、追及して
しまう性格のため、お陰様で、学業の方では、高校生時代は両親に心
配ばかり掛けておりました。
　私の父親は出身が北海道の函館市でありまして、甲子園では南北海
道代表として、しばしば出場する、函館大有斗高校の野球部ではあり
ませんが、陸上部のハードルの選手として、北海道ではトップクラス
のランナーだったと聞いておりますそして大学進学の際に、中京大学
体育学部から声が掛かり名古屋に出てきて、教員免許も取得しており
ますが、教師にはならず、現在は千種駅横にあります皆様もご存じの
方がお見えになられるかもしれませんが、テニスラケット専門店のラ
ケットショップ野中に72歳になった今もなお、働いております。
私は小学校の頃からずっと、父に野球のサポートをしてもらいながら、
夜は月明かりの下、牧野ヶ池の堤防の土手でランニングを教えてもら
い、小・中・高での運動会のリレー競技ではアンカーを務め短距離に
は自信がありました。そして、野球でも守備はサードで1番バッター、
サッカーではフォワードをさせてもらい、私の青春時代は父のおかげ
で、充実した学生生活が送れたことを本当に感謝しておりますし、尊
敬しております。
　高校を卒業して大学進学を目指しましたが、予想通り現役での大学
進学はできませんでした。父には体育学部も視野に入れてみてはと言
われましたが、当時の私はただ、サッカーができればという事しか頭
になかったので、地元のクラブチームに入りながら一年間の浪人生活
を千種の河合塾で過ごしておりました。そして数か月が経ち、案の定
と言いますか、進学先の志望校が現役当時と変わらない結果になり、
今後の大学生活と将来の自分というものも想像ができず、当時の私は
サッカーに打ち込んでおりまして、大学進学は断念しました。
春になり、父に調理師の資格を取ってきてほしいと、突然言われまし
た。調理師学校に通い、厳しいカリキュラムのなか一年で無事、調理
師免許を取得いたしました。これは、父が北海道出身というのもあり、
将来退職した際には、退職金で小料理屋を家族で営むことが夢だった
そうです。父は私が幼少期から現在までずっと、私のやりたい事をな
んでもさせてくれて、全て応援してくれました。今思えば、調理師免
許を取ってきてくれと言ったのは、私の人生でたった一度だけの父か
らのお願いでした。しかし私は、料理人の道には進みませんでした。
サッカーに明け暮れていたからです。料理人の道に進めば、日曜日に
休暇が取れず、サッカーの試合に出られなくなるからです。それでも
父は、こんな私の決めた道を応援し続けてくれました。
　そして当時の友人の紹介により、この建築業界で働くことを決めま
した。決めた理由は建築業を学びたいというのではなく、友人が働い
ていたからです。もちろん、日曜日が休めるからです。しかし当然の
ことですが、そのような動機で入ったこの業界はそんなに甘くありま
せんでした。工事現場の職人の世界でしたので、親方も非常に厳しい
と言いますか、見た目も恐ろしく、先輩や仲間達も日々怯えながら働
いておりましたことを、今は懐かしく思います。体育会系で育ってき
た私は、根性だけで歯を食いしばりながら、親方に褒められたい一心
で5年間の修業を積み、そして個人事業主として独立し開業いたしま
した。
　その後、法人として会社を設立いたしまして、今年で15年目とな
りました。個人商店から数えますと、おかげさまで創業20年という
節目を迎えることができました。
　そしてもう一つ、お話したいことがございます。今の私をこの場に
立たせていただくことができましたのは、ゴルフです。33歳までサッ

カーを続け、その後、日進市の草野球連盟所属のチームに入り、また
野球を始めたのですが、同時にゴルフとも出会いました。そして案の定、
私の性格でハマってしまい、野球チームは2年で抜けて、ゴルフに没
頭しました。長男が小学校4年生で野球部に入ったので、部活のコー
チは務めさせて頂きましたが、頭の中はゴルフでいっぱいでした。そ
んな中、お仕事の関係で内田様のぎふ美濃ゴルフ倶楽部のコンペに参
加をさせて頂く機会があり、またその日に入会の申込書を渡されまし
て、そしてエイチ会にも入会をさせて頂き、ゴルフを追求するにはこ
れ以上にない環境を与えてくださいました。見る見るうちにゴルフが
上達することを実感しながら、エイチ会の皆様方は本当に楽しく気さ
くに接してくださいました。本当にありがとうございました。
仕事とゴルフで充実した日々を過ごしていたのですが、ある日を境に
大好きなゴルフと大切な仕事ができなくなるほどの、私にとっては大
きな大きな試練に直面することになってしまいました。乗り越えられ
ない試練を神様は与えないものだと思い頑張ってきたつもりではござ
いましたが、本当に「もうだめだ」と思ったのは、その時が初めてでした。
いま僕は、こうしてここに立っております。これは奇跡だと僕自身は
感じております。
　しかしながら、この奇跡を起こしたのは先輩の皆様方の励まし、家
族や社員さん達、仲間達の支え無くしては成しえなかったことです。
そして、ゴルフです。少しずつですが、前に向かって進み始めること
ができた頃、堀副会長からお声を掛けて下さいました。「エイチ会を
退会したわけじゃないのだから、ゴルフできるのなら出てこい」と。
一気に目の前が明るくなりました。エイチ会コンペにまた参加する機
会をいただき、6番の茶店で待って下さっていた内田様からも「大丈
夫か、お前」と言われ、僕は「大丈夫です」と答えましたら、「そっか、
ならいいわ」と言われました。
僕は、そのとき非常に緊張しておりましたが、張り詰めた気持ちを和
ませて下さり、そしてその後も、温かく見守ってくださっていたと、
感じておりました。本当に、ありがとうございました。また大勢のエ
イチ会の皆様方も以前と変わらず、楽しく笑顔で接してくださいまし
た。僕はその時、もう前を向いて突き進むしかないと思わせていただ
きました。少し時間がかかりましたが、体調も仕事の方も徐々に良く
なり、そして一昨年のぎふ美濃ゴルフ倶楽部で行われたエイチ会の忘
年会にて、鈴木実さんが「なべちゃんが野球を教えてくれたおかげで、
俺は甲子園でMVPが取れたんだ」と言ったことを、鈴木幹事が聞い
ておりまして、「だったら、なべちゃん瑞穂に入って野球やってくれ
ないかんわ」と言われ、内田様や堀副会長が「まあ、お前もそろそろか」
という運びで、この名古屋瑞穂RCに入会させていただくことになり
ました。半年が過ぎました今、内田様、堀副会長からは「楽しそうに
やってくれていて、なによりだ」とおっしゃっていただき、僕はとて
も嬉しく、励みになっております。僕はゴルフをやっていて良かった
です。僕はゴルフに救われました。ゴルフに恩返しができるよう、もっ
ともっとゴルフ人口を増やすことに努めて参りたいと思っておりま
す。もちろん、野球も頑張ります。そして私は、この名古屋瑞穂RC
で行われる奉仕活動について、もっともっと勉強をし、また、楽しみ
ながら、早く一人前のロータリアンになれるよう頑張っていきたいと
思っておりますので、どうか皆様、今後とも御指導と御鞭撻のほど宜
しくお願い致します。

ご清聴ありがとうございました。

例会のご案内

■今週の行事 1月23日（木）    

■次週の行事 1月30日（木）    
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12時～13時40分
名古屋マリオットアソシアホテル
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12時30分～14時30分
熱田神宮会館

第４回クラブフォーラム(中間決算と組織)

職場例会

4ＲＣ合同例会■次々週行事 2月5日（水）    
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