45 期【No26 号】第 2146 回例会
（過去 3 回の修正出席率

【本日の卓話】

「

年男放談

2018/2/22
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1/18：98.04% 1/25：98.04％）

」

PartⅡ

林孝夫君・畔栁秀幸君

２月は平和と紛争予防/紛争解決月間（2/23 ロータリー創立記念日･世界理解と平和の日）です

【前回 2/8 の会長挨拶】
今朝雑誌を読んでいたのですが、名古屋発の月刊誌で時局社という会社が出版しておる記
事を見ました。その中の［フィリピン人の働き方］という記事がありまして、その筆者が
フィリピン人に対して「何となくいい加減」
「あまり働かない」等の偏見を持っておったそ
うです。その方がフィリピンへ一週間ほど旅行に行き、ファストフード店で若者が働く姿
を見たそうで、それぞれのスタッフが工夫を凝らし要領の良いリズムでテキパキ動いてる
姿をみて、とても驚いたそうです。日本では働くという事は「はたを楽にする」という意
味ですが、フィリピンでは「家族のため、自分のため」であり、それであれば外国へでも出稼ぎに行き、仕送り
をするのが当たり前という考え方だという事です。私共の会社でも外国人の方が来ており、いつも大変よく働い
ています。最初は私も同じようなイメージを持っておりましたが、世界中へ飛び出て家族を養うという事は、良
い面・悪い面もあるかもしれませんが、プライドをもてる誇らしい事なんだなあと思いました。

【前回 2/8 の卓話】

「

年男放談

PartⅠ

」

会員 野村政弘君・生駒尚久君

【野村政弘君】
正直、私自身が 60 歳を迎えることになるとは思っていませんでした。また、父が立ち上げ引き継いだ事務
所も、所員はじめ周りのサポートのおかげで今年で 55 年。 昭和 63 年の 30 歳で妻と結婚し、今年 30 周
年。 30・55・60 と語呂も良く、そして次年度に生駒君から引き継ぐ 46 代会長(平成→新元号へ)に関して
も、今から 30 年前の昭和→平成年度という節目の 16 代会長をそれとなく調べてみたら私の父であった事な
ど、自身にとって今年は大きな節目を迎えるのではないかと思っています。 以前まで 6 人で過ごしていた我
が家も、娘が 3 人巣立って行き今は 3 人暮らしとなりました。後継者の事など、この先がどういう事になって
ゆくのかまだ見当も付きませんが、12 年後の 72 歳を迎える頃にはそうのような問題も全て片付き、またこ
の壇上に立って適当なことを話せるような、そんなのんびりとした生活が送っていられるように皆様と共に頑
張ってゆきますので宜しくお願いします。
【生駒尚久君】
60 歳を控えた今、改めて昔を振り返りますと、大学を卒業して最初に勤めた会社ではサラリーマンを 5 年
勤めましたが肌に合わず退社し、家業を引き継ぎ現在に至っていますが、右も左も輩の方々を相手に 30 年間、
危険なことや失敗などを繰り返し、時には罵詈雑言を浴びせられた事もありました。しかし、そういった時が
自分にとって一番勉強になったかなぁと思います。会社存続も危ぶまれたこともありました。そんな危機的状
況に支えてくれたのはやはり同業者や友人でした。今の自分があるのは皆さんの支えあっての事だと思ってい
ます。 これまで駆け足でやってきましたが、この年齢になり「事業継承」を考える時期になってきています。
選択肢が色々ある中、社員や家族が困らないようにしなければと考えております。私個人としても先輩・後輩
に囲まれながら、倒れる日までロータリアンでいたいと思っていますのでこれからも宜しくお願いします。

卓話：年男放談 野村政弘君

幹事報告(安井健次君)
 2/16(金)名古屋東急ホテルにて 2018 年ロータリー
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卓話：年男放談 生駒尚久君

ようこそ！本日のビジター

財団補助金管理セミナーが開催され、野村エレクト、
坂野副幹事が出席します。

 2/15(木)第３回岡崎４ＲＣ会長幹事会が開催され、生
 本日例会終了後、第５回クラブアッセンブリーを開催
駒会長、幹事安井が出席します。
します。出席対象者の方はご出席ください。
 名古屋北ＲＣより第８回フォト俳句展への作品出展の
ビジター報告 【岡崎 RC】1 名
ご案内が届いています。
出席委員会
本日の出席率 88.46%(欠席 6 名)
 岡崎に能楽を広める会より、岡崎城藤まつり薪能のご
前々回(1/25)修正出席率 98.04%(欠席 1 名)
案内が届いています。
ニコボックス委員会
【第１８回理事会報告】
 生駒尚久君･野村政弘君 本日卓話をさせて頂きます。
 新春親睦夜間例会決算報告の件
 草野信隆君 本日も無事出席出来ました。
 花見親睦夜間例会(3/29 龍城神社)予算の件
 神谷浩君
本日初めて出席報告をさせて頂きます。
 故岩月鋹廣様からの寄付(金 20 万円)の件：特別活動
夜間例会後の懇親会をして頂き有難うございました。
基金会計へ振替します。
 岡田祥輝君 新年夜間例会後の懇親会では、歓迎会を
以上につき承認されました。詳細は議事録をご覧下さい。
して頂き、有難うございました。
 2018-19 年度ロータリー手帳の申込を受付けます。
 長坂勲君･小木曽進君･新浪勝也君･杉田広喜君･倉内充
ご希望の方は申込表にご記入ください。
雄君 ニコに協力致します。
 次週 2/15 は定款第８条第１節により休会となります。
３月の例会予定

例会予定

例会会場

内容

3/1(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「水質保全活動報告」岡崎市立形埜小学校の皆様

3/8(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「年男放談 PartⅢ」金本孝美君・岩崎靖彦君

3/15(木)

定款第８条第 1 節の規定により休会

3/22(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

3/29(木)18:00～

龍城神社斎館

「河合の自然を守る」岡崎市立河合中学校の皆様
「花見親睦夜間例会」

クラブ例会変更・休会のお知らせ
変更予定日

RC 名

サイン受付場所

2 月 23 日（金）

安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

2 月 23 日（金）

西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30

2 月 26 日（月）

刈谷

刈谷商工会議所３階事務局 11:30～12:30

2 月 27 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 7 階 17:00～18:00

2 月 27 日（火）

西尾

西尾信用金庫中央支店 204 号室 11:30～12:30

2 月 28 日（水）

碧南

碧南商工会議所 1 階事務室 11:30～12:30

3 月 6 日（火）

岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

3 月 6 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

3 月 13 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

3 月 20 日（火）

岡崎南

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

内容

あづま会

3 月 15 日(木)

ザ・トラデション GC

定例会

ひよどり会

3 月 8 日(木)

チャーム

定例会

写楽会

有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示

【豊田中 RC】ホームページアドレス・メールアドレス変更のお知らせ
★ホームページＵＲＬ：http://toyota-nakarotary.jp/
★メールアドレス ：info@toyota-nakarotary.jp
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