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■ 斉唱

「手に手つないで」

ャリティしていただきました。感謝！

■ 司会

青木恭子

安井嗣博会員

■ 出席者報告

本日卓話です。よろしくお願いします。

会員数：33 名

■ 会長挨拶

出席者：26 名
出席率：78.79％

先週から女性の社会的活躍に話題を移して参りま

前々回（第 55 回）修正出席率は 81.82％（27/33）

した。アイリス・ロータリークラブの一つの柱でも
あるからです。

■ ニコボックス報告

ＮＨＫの朝の連続テレビ小説は、主役は女性で、

荒山会長

女性が活躍する話になっています。現在放映中の「花

１０月２１日夜間親睦例会のあと２次会「女子会」

子とアン」でも、雑誌『家庭』の創刊記念のパーテ

を予定しています。若干お行儀の良い男子も出席可

ィの場面ではそうそうたる面々は女性で、大正・昭

です。くわしくは幹事か桜井さんからきいて下さい。

和初期にありながらその個性は周りの男性を圧倒す

安井会長エレクト

るばかりの迫力でした。これまでの朝ドラをふり返

忘れ物をしてはいけないと昨夜から用意をしてお

ってみましても、花子とアン、ごちそうさん、梅ち

りました、朝になったら何か忘れ物があると気がつ

ゃん先生、カーネーションなど、女性が活躍する内

きましたがそれが解りません。例会場にてロータリ

容ばかりです。なのに、女性の社会的進出が現実問

ーバッジを忘れているのに気がつきました。

題としてはなかなか進まない。出産・育児があるか

八神直前会長

らといっても、すぐには納得のいかない話です。

佐藤さん、安井Ｊｒ．卓話楽しみです。

そこで、先週に話題に取り上げましたアベノミク

藤森幹事

スにおける対女性政策の中身を要約で見てみます。

細川さん、昨日は御苦労様でした。稲賀さん、ゴ

①

ルフの御指導ありがとうございました。

待機児童解消加速化プラン
多様な主体による保育所設置・新規参入を促すと

稲葉真寿美会員

ともに、事業所内保育の要件を緩和して、即効性の

昨日レジェンズ会涼仙で開催して頂きました。女

ある保育の受け皿整備を進める、保育士を確保する

子プロ全員楽しくラウンドさせて頂きました。ご参

ため、保育士の処遇改善に取り組むことで、第一線

加ありがとうございました。

から退いた保育士の職場復帰を促す。

細川氏よりブラインドゴルフ名古屋に 10000 円チ

政府としても、最大限の努力を行い、意欲のある
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市区町村を全力で支え、「待機児童ゼロ」を目指す。
②

いに致します。

３年間抱っこし放題での職場復帰支援

アイリスの特性を生かし、アイリス・ロータリー

妊娠・出産の理由としては、
「仕事との両立がむず

クラブ発の奉仕活動の輪が広がることを期待いたし

かしい」のではなく、
「家事や育児に専念するため自

ます。男性会員の方にも、クラブ内の女性会員比率

発的にやめて」いる。

No.1 の当クラブにご理解とご協力をお願いしたいと

法的な義務という形ではなく、
「３年育休」を積極

思います。

的に認めて、子育て世帯の皆さんの活躍の可能性を
大いに広げようとする企業に対しては、政府も、新

■ 卓話

たな助成金を創るなど応援していく。

安井嗣博 会員

・・・聞いていますと、①②はまだ実現性に乏し

私は波乱万丈な人生も送っておらず、ただただ平

く、相当時間がかかりそうな気配です。

凡な日常を送っているつまらない人間でありますし、

しかし、最後の政策としてあげられている
③

今回、ご一緒に卓話をされる佐藤さんは、話す事の

子育て後の再就職・起業支援

プロですので、私はフリップを使って卓話をしたい

は、すこし耳を傾けるべき内容でした。アイリスの

と思います。夏の節電ということでパワーポイント

活動方針とも関連がありそうですので、安倍首相の

も使わず、地味にやらせていただきます。

挨拶からかいつまんでご紹介をしたいと思います。
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家族のこと

子育てに専念する経験も、貴重なものです。私は、

私は、昭和41年12月10日に名古屋市で生まれま

むしろ、子育てそれ自体が、一つの「キャリア」と

した。私の母の夫に当たる方、一般的には父と呼

して尊重されるべきものですらある、と考えていま

ぶそうですが、何分、遊び歩いている人でしたの

す。 ぜひともその経験を、社会で活かしてほしい、

で、家庭で顔を見る機会が少なかったのです。そ

と強く願います。 そのため、育児休業ではなく、

の方は縁あって皆様もご存知の方と思います。そ

一旦会社を辞めて、長年子育てに専念してきた皆さ

んな父と母の間で男二人兄弟の長男として育ちま

んにも、いつでも仕事に復帰できるよう応援してい

した。

きます。長年子育てに専念してきた皆さんに対して、

現在は、家族４人、妻、中学１年の娘、小学校

新たなインターンシップ事業や、トライアル雇用制

４年の息子、犬２匹という家族構成です。

度を活用して、再就職を支援していきます。さらに、

２

私の趣味

子育ての経験を活かし、この機に自分の会社を立ち

本当につまらない人間でして、大して趣味も無

上げようという方には、起業・創業時に要する資金

く、強いて言うなら音楽を聴くことなんですが、

援助も用意します。

クラシックを聞くとか高尚なものではなくて、ど

「子育ての経験を活かし」の部分が、たしかにそ

ちらかというとマイナーなものを好んでいます。

うだと感じられます。昭和までは、子育ては家庭内

ダブ、フリー・ジャズ、パンク、プログレッシヴ・

のしかも女性の仕事であったかもしれませんが、今

ロックという変なジャンルが好きで１０代の頃よ

はそれが男親との共同作業、つまり夫婦の仕事と社

り聞いております。

会的に位置付けられつつあります。それでも子育て

３

私の職業

に協力しない男性がいるから、そこにビジネスチャ

さて、職業なんですが、
「弥生プライマル」とい

ンスがあるのかもしれません。さらに、直接の育児

う会社でありまして、主に電気設備材料卸、電気

支援を超えて、ここに大きく広がる女性ならではの

設備用機器設計製作施工と二本立てでやっており

奉仕活動のチャンスが埋もれている、そんな気も大

ます。
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「卸」の方はパナソニックなどの材料を工事会社

今日は最後に、
「早い納期」で物を作った事例を

さんに販売ということで、現在建設中の名古屋駅

紹介します。

前のビル３本は弊社で納入が決まっております。

２０１１年３月１１日、ご存知東日本大震災が

ただ私は入社以来、こういったビルの建設には全

発生しました。

く縁が無く、ひたすら電気設備用機器「設計・製

３月１６日夜９：３０、帰宅途中で会社を出て数

作・施工」の分野、いわゆる物を作る事に従事し

分立ったころでした。携帯電話に着信があり、相

ておりました。

手は旧知の某プラントメーカーの設計者でした。

弊社の主な納入先ですが、電力会社向けとして

「ある発電所を死守するために電源復旧が必要で

発電所、変電所向けの製品、高速道路は名古屋高

す。そのための中間接続ボックス５個必要です。

速や第二東名向け製品、首都高速、名古屋高速、

納期は無理を承知で明日」という内容でした。

関西圏、広島の高速道路のＥＴＣに関する設備、

翌１７日朝８：３０から、製作開始し、

出光をはじめとした石油化学プラント、トヨタ自

延べ人数は工場の約半数２７人で、同日午後３：

動車をはじめとする工場設備、セントレア、羽田、

３０に完成、無事出荷となりました。

大阪といった飛行場に関する製品、産業用の太陽

その後、冷温停止状態になりました。

光発電向けの製品を製作しております。

その後も、この現場には緊急対応で様々な製品

私は、入社して最初の３年間は製造現場で溶接

を納入し、先週の土曜日にも納入しております。

や電気配線、設計などに従事して、今から２０年

また、電気不足になりましたので、火力発電所

前に客先に出向しました。元請の立場で、火力発

の緊急建設にも製品突貫製作で寄与しました。

電所の建設工事に現場監督として従事しました。

設計から製作まで一貫して出来る、スピードも

当時世界最大の火力発電所と言われ、生まれて初

速い。業界では「困ったときは弥生」と呼ばれて

めての現場監督で、いきなり金額が億単位の工事

おります。

な上に、右も左も分からず、指導してくれる人も

以上が私の職業紹介となります。ご清聴ありが

全くいない中、職人さんに怒鳴られながら発電所

とうございました。

建設工事を覚えました。そのおかげで、大手プラ
ントメーカーの技術屋さんと話が出来るようにな

佐藤義郎 会員

りました。その後もいくつかの火力発電所の設計
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に携わり現在に至ります。

私は岐阜県郡上郡大和村剣（今は近隣の町村合

いったい何を作っているのだ？ということがあ

４

生い立ち

併があり、郡上市となっております。
）の生まれで、

るかと思います。単純に言うと、鋼材加工、鋼板

小・中・高等学校を地元で過ごしました。大変い

加工、配線加工、配管加工であります。

いところですよ。

製品のジャンルで言うと、ケーブルトレイ、架

大学は家を出て金沢大学法学部に進みました。

台、制御盤、計装盤、動力盤と言われる物で、一

地元は、何せ田舎でしたので、大学進学率もさほ

般的になじみの無い、日常で目に触れる機会の無

ど高くなく、受験勉強の仕方も分からず、また、

いものばかりです。大手メーカーでは作らないも

暗記が苦手で、本を読んでいるとすぐ眠たくなっ

の、カスタムメイドで量産品は一切無しのもの、

たのですが、問題集を解くことは面白かったので、

を「出来るだけ早く作る」事に大変自信がある会

それで何とか乗り切りました。経済的な事情で、

社です。

浪人や私学は絶対に許されなかったので、この学

早い納期で物を作る

校にしました。
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大学では、生活費や学費は親からの仕送り（収

イチャン」です。特に味噌煮は、番茶のお茶漬け

入が少ない中からいただいており、苦労かけまし

でいただくとご飯が進みます！苦手なのは高級な

た。感謝！）に加え、全額免除の奨学金（月 3 万

ものです。（もともと貧乏性なのですみません）。

円でした。）、アルバイトで稼ぎました。

あと、残念ながらお酒が飲めません。

この奨学金に助けられたことに私は大変感謝し

会社は名古屋市でも自宅は岐阜市なので、幸か

ており、返済義務はなかったのですが、社会人に

不幸か車通勤ができております。

なってから半分近くを寄付という形でお返しして

３

家族のこと

おります。
２

愛妻と二人の息子、それに一人の娘がいます。

趣味・地域貢献の活動など

３人とももう家を出ており、妻と２人暮らしです。

私の趣味としては、

長男、長女はすでに結婚して孫も２人います。

スポーツが大好きで、それなりに？運動神経も

現在、二男（２７歳でした）が、
『花嫁募集中！』

良かったのですが、現在は、頸椎（首）に問題が

です。

あり、激しい運動等をすると偏頭痛などに苦しめ

名古屋大学工学部大学院を卒業し、出光興産に

られることもあって、本格的なスポーツは行って

就職して２年目になります。スポーツは、小学校

いません。

からずっとサッカー一筋で、中学・高校の時には

スポーツとしては夫婦で、地元の仲間とのゴル

岐阜県選抜にも選ばれておりました。

フを楽しんだりする程度です。

勉強とスポーツにのみに励んできた、という感

そのほかには、歴史も大好きで、戦国時代もの

じですが、親の私が言うのも何ですが、結構良い

や幕末時代ものにずっとはまっております。特に

奴です。養子も全然ＯＫとのことなので、良いご

「新撰組」は完全にオタクの域です。

縁がありましたら、是非、お声がけ下さい。

お城や神社仏閣巡りも趣味の内です。ちなみに、

■ 幹事報告

アニメも大好きです。
また、月に１回程度、夫婦で映画鑑賞にも出か

１．次回例会

けるようにしています。
健全な青少年の育成の一環として、二男もお世
話になったサッカークラブをＮＰＯ法人化し、そ

9 月 3 日（水）

①

クラブファーラム（青少年）

②

12:00 より理事会がありますので理事・役員の
方は出席をお願い致します。

２．10 月 21 日（火）の例会は夜間親睦例会となり

の運営支援をしております。また、高齢化と過疎
化がどんどん進む故郷に何か貢献できればという

ます。

思いで、同級生からのいろんな相談にのったり、

時間

行事の企画・運営支援・参加もしています。
また、お客様に少しでも役立てば、との思いで
【脚注：佐藤氏は、
（株）ブレインバンクの代表取
締役です】、昨年から大学院生にもなって、税法と
労働法・会社法の最新判例を勉強しています。
そんなこんなで週末も、忙しい日々です。
私にとって一番のごちそうは、すき焼きです。
好きな食べ物は、白菜やナスの漬け物を豆味噌で
煮込んだ「味噌煮」と、飛騨地方の名産である「ケ
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18:00～ 場所「シェ・コーベ」

