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クラブテーマ：「熱田の杜・友愛・気品」

2022年5月12日（木）  雨  第36回例会

司 会
斉 唱

近藤茂弘 会場委員
「君が代」「奉仕の理想」
：
：

会長挨拶

第2006回例会

本日例会後、13：40～ヒルトン4F「杉の間」にて第11回理事会・第6回
クラブアッセンブリーがあります。関係各位は宜しくお願い致します。
次週5/19（木）13：40～ヒルトン4F「杉の間」にて、次年度予定者会議を
行います。資料未提出の方はなるべくお早めに事務局までお願いします。
次々週5/26(木)第3回クラブ奉仕委員会が18：00～ヒルトン4F「藤の間」
で行います。また、19：00～20：30  RAC・IAC合同夜間例会をヒルトン
4F「竹の間」で行います。
5/26(木) RAC・IAC合同夜間例会と6/9(木)職場例会の出欠は本日が
締め切りですので、未提出の方は事務局までお願いします。
メナード美術館より展覧会のご案内があります。『所蔵企画展 版画＆版
画 12人の表現者たち』6/26までの開催です。ご興味がある方は事務
局までお越しください。
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幹事報告

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
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　皆さんこんにちは。ゴールデンウィークはどの様
にお過ごしでしたか。今年は3年ぶりの宣言なしで
期間中はコロナ禍前の7割程度の人で賑わってい
たとの事ですが、ゴールデンウィーク明けのコロナ
感染者のリバウンドを少し心配しています。私は
すでに3回ワクチン接種をしていますが、4回目も
しなくてはならないと思っています。
　さて、今日5月12日は「海上保安の日」です。昭和
23年5月1日海上保安庁は運輸大臣の管轄する
外局として設置され、12日初代長官大久保武雄氏の手により、庁舎屋上に
初めて庁旗が掲揚され、以来、海上保安庁では、5月12日を「開庁記念日」と
定めました。平成12年3月24日には、海上保安庁への理解と信頼を深めて
もらう様に「海上保安の日」に改められました。
　海上保安庁は今問題になっている知床遊覧船事故捜査や、尖閣諸島問題
への対応等治安の確保、災害対策、領海警備、海洋調査、海難救助、海上交
通の安全、海上環境、国際関係など様々な任務を遂行しています。私も孫達
と一緒にゴールデンウィーク期間、沖縄の海を楽しんできましたが、海上保
安庁の皆さんのサポートがあればこそ楽しめることができたと感謝しなけれ
ばならないと思っております。

出席率　75.4％
会員68名　出席46名  （出席計算人数53名）
出席報告 杉江建亮出席委員

・

ニコボックス 杉江建亮ニコボックス委員

　富士フイルムビジネスイノベー
ションジャパン中嶋修です。本日
はこのような高い席より大変失礼
します。昨年10月より入会のご承
認をいただき、いまだ要領も分か
らないところが多く、教えていた
だくことばかりですが、楽しく参
加させていただいております。本
日はイニシエーションスピーチという場ですので、さして面白くはないですが
私の生い立ちから今に至るをお話しさせていただきます。少し会社の話も後
半でお話しさせていただきます。
　1968年、昭和43年生まれ、今年6月で54歳となります。生まれは福岡県、
実家は福岡県久留米市にあります。2019年に父が他界しましたが、母は現
在も久留米で暮らしております。母は久留米の隣ぐらいにある三潴郡という
ところの生まれで、そこにある酒屋の娘でありました。ですので多少私もお酒
も飲めるのは、完全にDNAを色濃く引き継いでいるなと思っています。また、
何の因果か、本日5月12日は母和子の79歳の誕生日であり、先日漬物を送っ
て電話で話したのですが、こんな写真で姿さらされているとは思っていないで

卓　話 イニシエーションスピーチ　中嶋　修さん

伊藤　　豪さん

野﨑　洋二さん

松波　恒彦さん
内田　久利さん
櫛田　篤弘さん

今川　知也さん
鈴木　淑久さん

新見　光治さん

佐治　寛行さん家内へ誕生日に素敵なお花を頂きありがとうございます。

2019年に瑞穂RCの仲間に加えていただき、ゴルフの楽しみを知りました。
先週5月5日に三好CC東コース17番ホールでホールインワンを達成しま
した。皆様のご指導のおかげです。

4月28日は家内の誕生日でした。素敵なお花を贈っていただき有難う
ございました。

皆さんお久しぶりです。お元気ですか？

何も世界では良い事が有りませんが、私は健康で楽しいです。

昨日は渡辺さんに無断で雁道を荒らしました。

母の日無事おわりました。

先日、日本クラブチーム選手権の全国大会があり、三好チームで参加しま
した。6位でした。

最近、釣りの調子が絶好調です。

・

・

・
・

・
・
・

・

・

先日、新見さんのホールインワンに立ち合う事ができました。
ありがとうございました。

新見さんホールインワンおめでとうございます。関谷さん、同伴者のホール
インワン多いですね。

新見さん、ホールインワンおめでとうございます。中嶋さん、イニシエーショ
ンスピーチ楽しみにしています。

新見さんホールインワンおめでとうございます。

新見さんホールインワンおめでとうございます。
三好東の17番での達成すごい！！

新見さん、素晴らしいです。おめでとうございます！！

新見さん、ホールインワン。おめでとうございます。

関谷　俊征さん

堀　　慎治さん

田中　　宏さん

亀井　直人さん

湯澤　勇生さん

松田　浩孝さん

　安井　友康さん　杉江　建亮さん　長谷川　隆さん　杉山　裕一さん
渡邉　将之さん　北岡　寿人さん　大嶽　達郎さん

・

・

・

・
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・
・

堀慎治会長

田中宏幹事

髙村　博三さん　長瀬　憲八郎さん　加納　裕さん
堀　　慎治さん　櫛田　篤弘さん　大和　直樹さん

5月誕生日おめでとう



例会のご案内

5月26日（木）    RAC・IAC合同例会

6月2日（木）    ■次々週卓話

■次週行事

しょう。この日であることに運命を感じております。
　現在の住まいは、愛知県岡崎市に家を構えています。家族は私と妻、長女
に長男と4人ですが、岡崎の家には娘と我ら夫婦で暮らしています。長男は広
島大学から愛知に戻ってきて、勤務地が豊橋になったので、一人暮らしをし
ています。愛知県に居てくれるのは同居してなくても、少し安心しているとこ
です。長女は同居していますが、勤務は愛西市の会社に勤めており、毎日岡
崎から結構な時間かけて通勤してます。余談ですが、長女はこの度今年の
10月に結婚の運びとなりました。相手は同じ会社の先輩のようです。体系は
スラっとスリムで全くお父さんが理想なんて世界は微塵もございませんでし
た。先日稲沢に住処も決めたようで、私もそうですが妻もまだ実感ないです
が、いよいよ寂しくなるんだろうなと、今から思っております。
　生まれ育った久留米市は福岡の南部、佐賀と隣接している市になります。
先日、堀会長が以前お住まいだったとお聞きし、大変驚きました。久留米は
ブリジストン発祥の地であり、アサヒゴムや月星といったメーカーがあったこ
とでゴムの街として有名でした。もっと前には久留米絣という反物でも有名
です。そして豚骨ラーメンはじつは久留米が発祥ともいわれております。そん
な久留米で高校までを暮らしました。中学は牟田山中学、ここは堀会長がお
住まいだった西町にある中学です。我々の代は、これが福岡県下でも有名な
不良校になってしまって、金八先生のパート2を実践する中学で、ビーバップ
に登場する学生服だらけ、分かる人もいるかもしれませんが、ボンタン狩りと
か、冬でもガラス無いとか、今思えばなんでなんでしょう、ですが結構楽しん
でました。 
　結構学校同士の抗争というか、喧嘩のようなこともあったようで、私はな
ぜか喧嘩の強い優等生キャラでした。一度も喧嘩したことないのですが。
騎馬戦は大将の馬ですし、棒倒しでは棒持ち、、、痛さに強いだけなのか、あ
まりかっこいい役は回ってこない人生です。 高校は公立高校の明善高校と
いう学校に通いました。ホリエモンとかソフトバンクの孫さんとかの出身高校
久留米大学附設という高校にチャレンジしましたが、さらっと落ちて明善高
校生になりました。一応進学校と呼ばれてますので、非常に安心安全な学校
でした。 明善高校の校訓は「克己・盡力・楽天」とあり、
その中の「楽天」は、勉学、鍛錬の厳しさや苦しさに負けそうになる己を鞭打
ち、己に打ち克ち、ひたすらなる努力、血の汗を流すまでの盡力の果てに、そ
の結果は天運に委ねようとする安心立命の平らかなる心境を意味するそう
です。当時は意味を分かろうとも思っていませんでしたが、なかなかシビアな
校訓背負ってたんだなと思いました。
　明善高校の卒業生には「シーナ&ロケッツ」の鮎川誠さんがいらっしゃい
ますが、最近では「おいでやすこが」の古賀さんが明善出身で九州ローカル
番組で幅利かせていらっしゃいます。ちなみに古賀さんという苗字がすごく
多い土地です。高校の野球部マネジャーが1年～3年までで、5人中4人が古
賀性でした。私は2年の古賀さんとお付き合いしてました。
　少し野球の話をします。小学校4年で久留米に引っ越し、そこで町内の野
球チームに入りました。ポジションはピッチャーでした。結構気弱で引っ込み
思案な性格だったのですが、野球のおかげで少しずつ物怖じすることも減っ
てきてかなと、それでも緊張しいですが、野球を始めてなければもっとしんど
いことだったと思います。中学ではピッチャーに凄いのがいたので、レフトを
守りました。先ほどの中学ですので、部室での先輩は怖くて仕方なかったで
すが、そんな先輩たちも野球やっている時はスポーツマンの一面を見れてよ
かったなと思います。高校からはキャッチャーになりました。本当に夏は辛い
ポジションですが、一人だけ反対向いているポジションですし、ピッチャーが
コントロールいいと面白いポジションです。負ければキャッチャーのせい、勝
てばピッチャーのおかげ、と言われますが、それはそうかなと思います。野球
を一番真剣にやっていた時代が高校3年間だったなと思います。打順は4番
でしたが、特に高校3年の時はドカベン山田太郎ばりの打率で何でも打てそ
うな気でいましたが、最後はコールドで木っ端みじんにちりました。結果大し
たことなかったです。
　大学は福岡を離れ京都の同志社大学で4年間を過ごしました。私は文学
部で1、2回生は京田辺、ほとんど奈良です。3，4回生になってようやく今出川
キャンパスでした。しかし体育会の準硬式野球部へ5月から入部してしまい、
結局4回生まで毎週京田辺へ通う生活でした。ですのであんまり京都の有
名なとこに行っていません。質問されてもよく分かりませんので先に言ってお
きます。
 　準硬式野球部と申しましたが、準硬式とは球の種類です。大学でいう軟
式野球は準硬式と言われるボールを使います。その昔はトップボールと言わ
れていたそうです。表面が軟式の見た目ですが、中身がコルクです。なので高
校でやっていた硬式ボールと遜色ない距離も出ます。怖いのは内野の守備で、
2バウンド目にバウンドが変わり跳ね上がってきます。これがトップボールと
言われる所以ですが、何人も顔にボールをぶつける人間を見ました。私はキ
ャッチャーだったので関係なかったですが。大学3回生、4回生の時には全国

大会まで行きました。先輩、同期、後輩に甲子園や軟式の全国大会経験者が
多くいたので、私は先発レギュラーとはいきませんでしたが、その大会への参
加はとても嬉しかったです。その3年以降に主務という役職（部長）を務めて
ました。キャプテン、監督はいますが、対外的な活動や同志社ユニオンの活
動、そして全国のセレクション希望者との入部折衝など、そこそこ面白い仕
事を経験できました。どちらかというと、練習よりそちらの仕事に追われてい
ることもありました。
　そういう4年を過ごしていましたが、今の妻君は1年から4年まで同じ専攻
で、妻も石川県金沢市から出てきてましたので一人暮らし。家も近くて、しか
し友人としてが長かったので、4回生までの私の女性とのお付き合いもほぼ
知られているのですが、、、就職決まって秋以降に、先方が実家の金沢に戻る
ということで何やらお付き合いとなりまして今に至ります。お互いが24歳で
結婚してますので、結構早いほうかもしれません。
　1991年に富士ゼロックスへ入社しました。配属は東京赤坂、TBS前でし
た。赤坂の夜は、渋谷、池袋、六本木のような街とは違い、非常に品のある街
だったと思います。銀座はわかりません。入社当時は富士ゼロックス所属とし
て、テニスの松岡修造さんやゴルフでは倉本さんも所属されていました。テニ
スはカーリンバセット。ゼロックス、入社当時は小林陽太郎さんという日本を
代表する経営者の方がいらっしゃって、New Work Way やモーレツからビ
ューティフルへといったメッセージを出していた企業でした。今の働き方改
革やニューノーマルな働き方、DXの流れはゼロックスのDNAにも深く刻ま
れていると思います。
　2021年4月に1962年から続いていた富士ゼロックスのゼロックス看板
を下ろし、新たに富士フイルムを冠としました。古森前会長は銀塩フイルム
を事業の生業としていた富士写真フイルムのビジネス構造・事業構造を大
きく変える舵を切り、同業のコダック社とも比較されることは多いですが、そ
の事業転換こそDigital Transformationの事例として最近はまた耳にする
ようになっています。2000年に愛知県に転勤してきましたが、トヨタ自動車
様を担当する部門であったので、拠点は三河安城でした。ですので住まいも
三河、岡崎で選んだ背景もあります。その拠点で3年間は前任の安岡さんと
上司部下でトヨタグループの皆さまに勉強させていただきました。現在の伏
見、御園座の傍にあるビルに居ますが、2013年に拠点統合で集約されたこ
とによります。
　富士フイルムビジネスイノベーション＆富士フイルムビジネスイノベーショ
ンジャパンとして昨年4月から走り始めています。メーカー直販営業と全国に
あった31の販売会社が1社化になり、34の支社が設立されました。 その4
月のタイミングで愛知支社長となりました。そして、瑞穂ロータリーの皆さま
とのご縁をいただくこととなりました。茶畑さんや入山さん、安岡さんといっ
た歴々の個性強い方 と々比べると私は大変薄味ですが、今後も長くお付き
合いいただければ幸いです。
　現在は2000年、愛知県に転勤してきてから始めたバドミントンを今でも
続けています。当初妻が同じマンションの人たちから誘われ抜けれなくなり、
私も巻き込まれた感じですが、これがかなりのしんどさですが、試合が面白く、
今もまだ夫婦で続けています。私はこの体形ですので、シングルは当然やりま
せん。ダブル専門ですが、キャッチャーやってたこともあり、読みあいが面白
かったり、前衛での反射神経は、まだなんとかやれている感じです。
　そして最後に、私のモットーです。『一生懸命だと知恵が出る　中途半端
だと愚痴が出る　いい加減だと言い訳が出る』武田信玄の言葉らしいです
が、私には結構ハマりまして、節目のタイミングでは周囲に何度も伝えてきた
言葉です。 これからもこの精神で、まずは仕事を一生懸命にやり切る、そして
遊びも真剣に、ロータリー精神に学びながらこれからも新たな経験を積めた
らと思っております。長いお付き合いとなれるよう頑張りますので、よろしく
お願いします。

テ　ー　マ：名古屋大学の取り組みと基金についてのご紹介
卓　話　者：名古屋大学副学長（財務・施設担当、DO室室長）
　　　　　　木村　彰吾さん

テ　ー　マ：宮宿会について
卓　話　者：田中　良知さん　大矢　晃敬さん

5月19（木）    ■今週卓話

時　　　間：19：00～20：30
場　　　所：ヒルトン名古屋「竹の間」


