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出席率　84.1％

来週1月27日は満85歳の誕生日です。未だ未だ現役で頑張りますので
皆さんどうぞ年寄り扱いせずよろしくお付き合い下さい。

1月1日75歳となりました。今年もよろしくお願いします。
1月2日は73歳の誕生日でした。あと2年で後期高齢者です。いやだなぁ！

1月9日は誕生日でした。家族で祝ってもらいました。ありがたいです。

今月で42才になります。これからも宜しくお願いします。
明けましておめでとうございます。女房の誕生日にきれいな花ありがとう
ございます。
新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

沖縄ゴルフが中止になり、静岡の葛城ゴルフでご一緒した皆様、お世話に
なりました。
長野さん、スピーチ楽しみにしてます。カツラギカントリー遠征参加の皆さ
んありがとうございました。
今年もお世話に成ります。
皆さん、ご安全に！！
大嶽さん、12月は大変お世話になりました。
本年もどうぞ宜しくお願いします。
皆様本年もよろしくお願いします。長野さん卓話がんばって下さい！

長野さん卓話楽しみにしています。

イニシエーションスピーチ頑張ります！

　皆さん新年あけましておめでとうございます。 先週
の創立記念例会はオミクロン株の感染拡大により愛
知県の要請で4人までの食事会しか認められず止む
無く中止とさせて頂き、 御垣内参拝のみ熱田神宮に
て開催させていただきました。今年は壬寅年であり五
黄の寅年で壬寅は、冬が厳しいほど春の芽吹きは生
命力に溢れ、華 し々く生まれる事を表しているそうで
新しいものがぐんぐんと成長したり、変革が起こる年
だそうです。今年もコロナ禍が一昨年より続き今やオ
ミクロン株の感染が拡大し1都12県にまん延防止等
重点措置が適用される事になり非常に残念ながらロータリーの例会も休会
となります。しかしながら先程申し上げたように今年は壬寅年、オミクロン株
の終息とともに活気があり変革となる新しい年の幕開けとなるように、また
ロータリーでは健康に留意しながらより活性化できるような年となるように
皆さんのご協力をお願いして、私の新年のご挨拶とさせていただきます。

会長挨拶

第1992回例会

会員70名　出席53名  （出席計算人数54名）

堀慎治会長

幹事報告
本日例会後 13：40より第7回理事会、第4回クラブアッセンブリーが、 
4F「杉の間」で行われます。理事・役員の方はご参加の程、よろしくお願い
します。
明日1月21日から2月13日までまん延防止等重点措置が愛知県内にも
発令されますので、名古屋瑞穂RCでもその期間中は例会は休会といた
しますので、皆様お間違いのないようにお願いいたします。

2月3日に予定しておりますダイビング同好会の新年会ですが、現在の所予
定通り18時～20時まで時間厳守で簡潔に進めたいと思います。また、各
個人でご不安のある方は、遠慮なく欠席をお申し出頂ければと思いますの
で、ご連絡だけよろしくおねがいします。
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2月17日(木)はセントレアにて職場例会です。感染状況により開催の可
否を皆様にご連絡いたします。
本日メールボックスヘ入れました和合RC創立50周年・東山RC25周年
記念事業としまして、八神純子さんのコンサートが企画されています。1
月末までにご参加希望の方は、事務局までお知らせください。先着順と
なっております。 
本日、新会員山本庸平さんの会員名簿をメールボックスヘ入れました。
追加で、名簿に貼っていただきますよう、宜しくお願い致します。
会費をお支払いいただいた方へ、領収書と会員証をメールボックスヘ入
れました。ご確認下さい。
名古屋熱田こども将棋大会が開催され、協賛のお礼として木村一基九段
の色紙と、エコバッグ、玄米茶をいただいております。事務局においてお
きたいと思います。
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田中宏幹事

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
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出席報告 渡邊将之出席委員

ポールハリスフェロー・米山功労者表彰

ニコボックス 渡邉将之ニコボックス委員

野﨑　洋二さん
天野　正明さん

稲葉　　徹さん

田中　　宏さん
山本　庸平さん

長坂　邦雄さん

堀　　慎治さん

松波　恒彦さん

湯澤　信雄さん
渡辺喜代彦さん
森　　裕之さん
原田　敬生さん
鳥山　政明さん

鈴木　　実さん

長野　義明さん

関谷　俊征さん　伊藤　　豪さん　鈴木　淑久さん
近藤　茂弘さん　村上　　学さん　松田　浩孝さん
花井芳太朗さん　村瀬　俊高さん　櫛田　篤弘さん
大和　直樹さん　西川　徹也さん　渡邉　将之さん

奨学金授与 米山奨学生 周 軒さん

1月誕生日おめでとう

米山功労者
中嶋修さん　山本庸平さん

ポールハリスフェロー
中嶋修さん

天野　正明さん　稲葉　　徹さん　村上　　学さん　田中　　宏さん
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　英雄さん　山本　庸平さん

委員会･同好会報告
ダイビング同好会：鈴木健司さん

1月28日から北海道で予定をしておりましたが、残念ながら本日中止と決
定いたしました。ご参加の方々はキャンセルをお願いいたします。

スキー同好会：山口哲司さん



例会のご案内
■今　週 定款により休会1月27日（木）    

定款により休会2月3日（木）    
定款により休会2月10日（木）    ■次々週

■次　週

卓話

　只今、ご紹介に預かりました長野義明です。本日は貴
重なお時間を頂戴し、誠に有難うございます。
　まずは私の自己紹介をさせて頂きたいと思います。私
は1977年3月に母方の実家がある愛媛県西条市にて
生まれました。姉が二人の、末っ子長男で待望の男子
だったみたいです。父方の実家は愛知県名古屋市で電
気工事業をしておりました。愛媛県西条市は「2022年
版 住みたい田舎ベストランキング」若者世代部門にお
いて、全国1位に輝いた町です。同部門では、これで2020年から3年連続で全
国の市町村の中の1位を獲得したみたいです。市内では名水百選にも選ばれ
ている「うちぬき」が市内各所で湧く”水の都”であります。父が母と出会った場
所がこの西条市での火力発電所の建設時代に知り合ったと聞いております。
生まれてすぐには、愛知県東海市に戻り幼少、学生時代を過ごしました。東海
市は「鉄とランの街」と呼ばれ、愛知製鋼が本社を置くほか、日本製鉄名古屋
製鉄所や大同特殊鋼の工場があります。
　私の住んでいた富木島町は小学、中学ともほとんどが製鉄所関係で働く家
ばかりで、家の周りにも社員寮や社宅がたくさん並んでおりました。
この地域は少年野球も盛んで、同じ小学校で4チームくらいあったと思いま
す。小学4年生から野球をはじめ、中学3年生まで野球部で汗水を流しており
ました。その時の野球部が、昔ながらの先生の教えで“鉄拳制裁”“鬼の縦社
会”と一年生はボールに触るのは早いとばかしに、水を飲まずにグランドを走
り回されており、今でもあの苦しさは思い出します。あの時の苦しさの御蔭な
のか、今となっては大体の事も乗り越えていける精神力がついたと思っており
ます。瑞穂ＲＣでは、野球で甲子園に行けると聞いているので非常に楽しみで
仕方ありません。ですが、自分自身は今までやってきたスポーツで野球は一番
才能は無いと思っているので、ご迷惑をかけるかもしれませんが参加させて
頂けたら、うれしいです。
　勉強もあまり好きでは無く、普通の成績で普通の高校の普通科に通ってお
りました。高校時代は、父が大学時代に柔道をやっていたとの事でしたので、
自分も興味があり3年間柔道部に所属しておりました。高校の柔道部の練習
より、中学の野球部の方がしんどかったのを覚えています。高校の時もさほど
勉強ができていたわけでもなかったのですが、幼少のころからのすりこみで、
将来は電気屋さんになるんだぞといわれ続けていたので、電気科のある大学
を受験しました。あまり勉強が好きでは無く、得意では無かったので、見事に
惨敗してしまい、桜散るの封筒ばかり来てました。親に大学ばかりが人生では
無いと反抗してみたものの、「そんなセリフは大学に受かってから言うてみな
さい」と軽くあしらわれ、予備校に通わせて頂き、何とか合格をできました。合
格できると、やっぱり行ってみたいという気持ちに変わり、親にお願いして行
かせてもらい、愛知工業大学電気工学科に入学しました。そこでもやっぱり勉
強は好きでは無く、いや好きだったのか5年間も通わせて頂き大学生活を送
らせて頂きました。本当に親には迷惑ばかりかけ、感謝しかありません。2回目
の大学1年の時に何とかしないといかんと思い、部活をやって楽しもうと思っ
てゴルフ部に入部を決めました。ゴルフは社会に出てもやる機会はあるとおも
い、愛工大もその時は1部リーグで頑張って強かったので、何かつかめるかと
おもいました。大学のゴルフ部は中学、高校ぐらいがやり始めてる子が多くて、
入部した時にはすでに差ができており、その差を埋めようと必死に練習した
のを覚えてます。4年生の時にはなんとか団体戦にでれるようになったのは嬉
しかったです。一番、大学でのゴルフ部生活で思い出深いのは女子プロのキャ
ディをやらせてもらえたことです。もちろん男子プロのキャディもあったのです
が、バックは重いし、優しくないしでとてもいい思い出にはならなかったです。
まだその頃は今みたいに、女子プロが可愛くて人気があった時代では無かっ
たのですが、丁度、東尾理子プロがデビューしたくらいだったと思います。その
時に着いたプロが最終日、最終組で優勝争いをしていたのですが、結果的に
は7位まで落ちてしまったけど、中々味わえない空気感と緊張感を感じること
ができました。
　大学卒業後は幼少の事のすりこみ通りに、電気工事の会社に進みました。
どうせ行くならそこで社長を目指してみようと鼻息あらく面接にいったのを覚
えています。そこは大阪に本社がある東海電設(株)という電気工事会社で主
に東レや富士フイルムといった工場内に常駐して、設計、管理、施工をしたり
公共工事等をやってきました。勉強は好きでは無かったのですが、仕事は結
構好きで、なんでもやってみたいと言う気持ちから色々なことに挑戦させても
らいました。なかでも思い出深いのは、初めての海外出張で台湾に装置の立
ち上げでいったことです。その当時は液晶テレビの全盛期の時で、台湾にある
液晶パネルの生産工場に行きました。その液晶会社は世界でも1.2位を争う
企業なので、スケールのでかさに圧倒されました。そこでは初めての海外生活
と海外への興味が湧きました。それからは韓国やアメリカにも海外出張を経
験させてもらいました。在籍中の2007年に結婚し、長女と長男を授かりまし
た。その会社での社長を目指すつもりで頑張っていたのですが、父から
「ちょっと、帰って手伝ってくれないか？」と相談をうけ正直迷っていましたが、
その時の支社長が背中を押してくれたこともあり、そして長男の責任と、会社
を支えてくれている従業員の事も考え、１2年前に株式会社長野電気工業所
に勤めることを決断し2018年より代表取締役を担っております。
　弊社の創業は祖父の時代から始め、株式会社長野電気工業所としては設
立してから52年になります。祖父の時代には、いわゆる職人としての電気工
事を得意とし、火力発電所の建設現場に入っており海外での工事も多く、サ

新会員イニシエーションスピーチ

長野義明さん ウジアラビアやエクアドルといった所にも、仕事に行っていたそうです。父の時
代からは、国内の発電所も建設ラッシュを迎え、日本全国の発電所の建設に
携わっていたと聞きます。その頃には、日本製鉄内の仕事も頂けるようになり、
仕事量は結構あったのですが、人手不足で悩んでおり、姉を背負って職人さん
の家にお願いしに行ったとも聞いております。私が家業に入る時には、景気も
あまり良くなく、人員単価も安く厳しい時代ではありました。電気工事としての
スキルと営業の経験はあったので心配なかったのですが、従業員とのコミュニ
ケーションとの面で不安はありました。ですが、そこは幼少の頃より父親が社
員旅行や会社の行事には連れて行ってくれたおかげで、小さい頃から可愛
がってくれたおっちゃん達がまだ元気に現場で働いておりすんなりと溶け込む
ことはできました。仕事面でも、以前に勤めていた会社から仕事も貰えるよう
になり、会社の若い衆を連れて現場に行って完工するというのを繰り返すうち
に、自然と皆から認めて貰えるようになりました。
　少し、弊社について紹介させて頂きたいと思います。幼少の頃は親の仕事を
説明するのに、”電気屋さん”と一言で終わらせていたのですが、自分自身もあ
まりわかっていませんでした。電気屋さんといわれると、エアコン売ってるの？
とか電気売ってるの？とか色 と々言われますが、実際には電気工事の会社で
す。電気工事にも幅が広く、住宅や店舗の照明器具やエアコン、コンセントなど
の取付などの家庭用電気工事や、通信ケーブルの配線、アンテナの取付など
の弱電、通信工事や電気モーターやポンプの配線、それを制御する制御盤の
設計。工場内の動力設備の電気配線や高圧受電盤の据付配線や高圧設備の
電気配線など。火力発電所のような電気をつくる所ではケーブルサイズや量
も桁違いです。弊社は先ほど話しましたが、火力発電所や日本製鉄のような大
型工場でのプラント工事を得意としております。最近では武豊火力発電所で
100万KWの超大型石炭火力発電所の建設にも携わってまいりました。脱炭
素問題で取り上げられている、バイオマス発電所の建設にも携わっています。
バイオマス発電は、木屑や燃えるゴミなどを燃焼する際の熱を利用して電気
を起こす発電方式です。発電した後の排熱は、周辺地域の暖房や温水として
有効活用ができます。"バイオマス発電は、燃やしてもCO2の増減に影響を与
えない「カーボンニュートラル」という発想でつくられています。
植物は燃やすとCO2を排出しますが、成長過程では光合成により大気中の
CO2を吸収するので、排出と吸収によるCO2のプラスマイナスはゼロになりま
す。そのような炭素循環の考え方のことをカーボンニュートラルといいます。
　それ以外にも、今後はロボット化の進む未来になっていくと思いますので、
ロボットの据付配線及び、ティーチングからメンテナンスまでできるように力
を入れていきたいと思います。ポンプやモーターといった電動機といわれる、
修理、メンテナンスも担っております。現場に行って、取外し、自社に持ち帰り、
修理、試験測定して、現場に復旧すると言う、一連の作業もしております。小さ
い直流モーターから高圧の交流モーターまで対応しております。そして、海外
進出も考えています。弊社には5名のベトナム人スタッフがいます。非常に優秀
で、せっかく日本で覚えた技術や知識をどうにか生かせないものかと考えたと
ころ海外に日本人の真面目さと丁寧な仕事ぶりを広めようと思い、海外進出
を計画し設立準備までいっていたのですが、コロナの影響でストップしてしま
い、中断しております。プラント工事をやっていると、電気工事全般に携わって
おり、以前に勤めていた時代の経験もあるので、大体の電気工事は自信をもっ
てやれます。以前も宮きしめん様の豊田工場のキューピクルの更新工事をやら
せて頂きました。電気工事、計装工事等でお困りのことがありましたら、是非、
長野電気まで宜しくお願いします。
　趣味の一つにゴルフをやっております。現在は三好カントリー倶楽部に所属
しております。ゴルフを通じて色々な方と接することができました。今回の瑞穂
ＲＣもそうですが、三好カントリー倶楽部を推薦して頂いた安井さんも、ゴルフ
練習場での教えてもらってるプロが共通の先生であったり、三好カントリーで
はシングル会に所属させて頂き、そこからこの瑞穂ＲＣへの入会のお話しも頂
いたりで、自分の人生の中にはゴルフは切っても切れないものになりました。そ
して、三好カントリー倶楽部チャンピオンの今川さんもこの瑞穂ＲＣにいらっ
しゃるという事で、さらなる目標もできて本当に幸せです。今年の目標は一回
戦から今川さんとは当たらないです。
　他にも趣味がありまして、魚釣りとツーリングで休日は楽しんでおります。
魚釣りもツーリングもお客様との付き合いで始めたものですが、結構のめりこ
んでしまって、魚釣りは去年は大型のブリを吊り上げることができたので、もっ
と大物を狙ってみようと思います。ツーリングは美味しいものを食べに、バイク
仲間でツーリングしたり、スカッとしたい時に一人で目的もなく、走ってるのが
好きです。結構、スッキリします。
　最後になりますが、私の好きな言葉を紹介させて頂きたいと思います。『ゴ
ミをまたぐな』俳優の哀川翔さんが使っていた言葉なんですが、本当は見えて
いるものを『やり過ごす心の習慣』への警告ともいえるからです。『ゴミ』を『問
題』と置き換えてみればよく理解ができます。小さな問題に気付きながら拾わ
なければ将来、大きな問題として取り返しがつかなくなるのです。ゴミを見つ
けたら、何事も無く拾って捨てれるような人間になりたいです。そして、ロータ
リクラブの活動を通じて、一日も早く瑞穂ロータリアンの一員として胸を張れ
るように、自分自身が成長し社会に奉仕できるように精進して参りたいと思い
ます。宜しくお願いします。ご清聴ありがとうございました。
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