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 Weekly Report 第 139回例会 2016年 6月 8日（水） 
 

名古屋アイリスロータリークラブ 
RID2760 THE ROTARY CLUB OB NAGOYA IRIS 
～ 世界へのプレゼントになろう  Be a gift to the world ～ 

2015-16 年度国際ロータリー会長 K.R.“ラビ”ラビンドラン 
 

例会日：毎週水曜日 13:00～14:00 

例会場：ANAクラウンプラザ グランコートホテル名古屋 

創 立：2013 年 6 月 5 日 

会 長：安井 忠   「楽しく・深く理解するアイリス」 

 

 

 

■ 斉唱 我等の生業 

■ 司会 加藤 晴美 会員 

■ 出席者報告 出席者数 29 名 / 会員数 37名 

出席率  78.37％ 

前々回(第 137 回)修正出席率は 91.89％(34/37) 

■ビジター・ゲスト 

ゲスト 

加藤 勇夫 様 

渡辺 稔 様 

山守 慶和 様 

ビジター 

名古屋北 RC 浦野三男 特別代表 

東海 RC 佐藤 雅之 様 

■ ニコボックス報告 

加藤 勇夫 様 

安井会長のスピーチに魅せられて 

渡辺 稔 様 

おめでとうございます 

山守 慶和 様 

安井会長、おつかれさま 

安井 忠 会長 

梅雨の合間の良いお天気です。皆様熱中症に気を付

けてください。そして本日は私の友人３名にゲスト

としてお越し頂いました。また東海 RC の佐藤君よう

こそアイリスへ。 

櫻井 孝充 会長エレクト 

梅雨に入りました。この字を梅雨（つゆ）とは最近

まで読むことができませんでした。うめうとか…う

めあめ…恥ずかしい限りです。この恥ずかしさを梅

雨に流したいと思います。皆様お身体ご自愛くださ

い。感謝。 

須賀 祐介 会員 

６月３日に結婚丸９年目を迎えました。一昨年に娘

にも恵まれ何とか順調にやっております。あの頃の

かみさんの優しい笑顔が懐かしいです。 

梅澤 真臣会員 

今月誕生日（１３日）で５３歳になります。引き続

きご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。 

荒山 久美 会員 

本日、次年度の事業計画を発表させて頂きます。ち

ゃんと聴いていてくださいね。 

■会長挨拶 

皆様こんにちは。 

本日も北ＲＣより浦野アイリス特別代表そして東海

ロータリークラブより当クラブ加藤親睦理事のお友

達で偶然にも２０数年前私が仲人をやらせて頂いた

佐藤まさゆき君をビジターとしてそして私の同級生

加藤渡辺山守君の３君をお迎えしての第１３９回例

会であります。 

今年度の例会も今日を含めてあと４回となりました。 

先日私の愛知学院中学校のクラス会がありました。 

７９歳にもなりますと２３名中１２名の出席で爺ば

っかりのクラス会で只々身体のあそこが悪い病院は
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どこが良いと云う話しをしている内はまだしも一体

葬式は何処でやるのが良いだろう家族葬とはどうい

う事だ等々とろくな話もなく２時間のクラス会が終

わりました。 

たまたま私の前と横に加藤渡辺山守の３君が御一緒

して頂きましたのでその時渡辺君よりお前のロータ

リーはいつまでだ一度見てみたいと云う話しを頂き

冥土の土産にもう最後だからゲストとして来てみな

さいと云う事で本日ゲストで３君に来て頂きました。 

私達は愛知学院中学高校の卒業生です。 

この中の加藤勇夫君は愛知学院大学の名誉教授を昨

年まで続けてみえまして教育研究功労者と云う事で

今年の春の叙勲瑞宝章の中綬章者であります。 

これは今までですと勲３等に価する大変立派な章で

あります。 

私達同級生の誇りでありまして中学生時代の一番の

親友であります。 

また渡辺君は名古屋トヨペットの支店長を山守君は

ＵＦＪ銀行の本店部長という事で３名とも私と違っ

て悠々自適な生活を送って見えます。 

と云う事で本日は前回に続いてクラブアッセンブリ 

の２回目でありますので早めに私の無駄話しは切り

上げたいと思っております。 

私が会長になりまして一年間色んな物造りのルーツ

をお話しさせて頂きました。 

先人ありて今の日本があると云う事で過去を振り返

り未来に向かって希望を持って行きたいと思ってお

ります。 

今日はその物造りのキャノンのお話しを申し上げま

す。 

 

１９０１年大分県に生まれた御手洗毅さんは北海道

大学医学部に進み医師となりました。 

１９４０年に御手洗産婦人科病院を開業医師として

順調にキャリアを積んでいた御手洗さんでしたが思

わぬ転機が訪れました。 

創設時(１９３３年)から共同経営者として関わって

きた精機工学工業株式会社(現・キャノン)の最高責任

者・内田三郎さんが４２年シンガポールに司政官と

して赴任会社関係者から「このままでは社員が路頭

に迷います」と懇願された御手洗さんが社長に就任

することになったのであります。 

戦争は御手洗さんから病院など多くの物を奪いまし

たがそれが御手洗さんの覚悟につながったそうです。 

戦後間もなく御手洗さんは「カメラで必ずや世界を 

制覇する日がまいります」と社員の前で宣言し社名

を(キャノンカメラ)に変更した１９４７年には「私ど

もはあのライカを念頭に置き『打倒ライカ』を標榜

しながらやっております」とぶち上げています。 

あまりにも遠大な目標でしたが御手洗さんはキャノ

ンの技術力に自信を持っていました。 

事実５０年に渡米した御手洗さんが持参した試作機

についてアメリカの名門カメラメーカーベル・アン

ド・ハウエル社は「技術はライカより数等上である」

と高く評価しています。 

一方でこれはメード・イン・ジャパンでは売れなく

ブランドをベル・アンド・ハウエルに変えるなら売

ってやるとも言われていました。 

御手洗さんは即座にこう言って断ったそうです。 

「やせても枯れても一国一城の主城を売り渡す事は

出来ぬ」目先の利益よりも(自負)を選びました。 

やがて(ライカ越え)は現実の物となり５２年発売の

【ＩＶＳＢ】や社会現象まで巻き起こした【キャノ

ネット】などを立て続けにヒットさせました。 

御手洗さんの元にベル・アンド・ハウエルから「キ

ャノン製品を我が社に売らせて頂きたい」と言う申

し出がありました。 

あの時の(屈辱)から１０年後の事であり日本はドイ

ツ・アメリカと並ぶ三大カメラ生産国となりました。 

敗戦の日「戦争で負けたけれども頭で負けたのでは

ありません」として(頭で作った製品)の輸出を誓った

御手洗さんの願いが成就する事になりました。 

そして今では世界のキャノンとして君臨している訳

であります。 

企業にとってブランドとは何か。 

それは命懸けで守り育てるものである。 
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今まで私は私の会社の事は皆様に申し上げておりま

せんが私事で申しあげるならば私の会社も昭和２７

年に海部郡の弥富町の仮工場から出発して５４年続

けておりますが５４年やってこんな物かと言われる

と誠に申し訳ないのですがただ人様や社員に経営で

御迷惑を掛けなかった事が私の誇りであります。 

今では社員はメーカーだと云っておりますが私は隙

間産業の電気の鉄工屋さんと言っていますが全国の

発電所でこんな物が鉄で出来ないか弥生なら出来る

だろうと言われる様な会社になり東芝三菱日立の重

電メーカーにより必要な時に呼んで頂ける会社にな

りました。 

一寸の虫にも５分の魂と言いますが中小企業でも弥

生しかない安井しかないと言われる物造りを一生懸

命ここにあります４つテストを少しでも実践出来る

様続けてまいりたいと思っております。 

 

 

■2016-2017 事業計画 

例会運営・司会 理事・委員長：細川 年行 

① 例会はロータリークラブの原点であり核心です。

出席率の高い会員こそロータリークラブの宝で

す。 

② 例会プログラムや次第の作成及び司会進行を担

当する。 

③ 会員により卓話のほか、地区委員会や外部スピー

カーによる卓話の依頼をする。 

④ 例会開始５分前に入場を促す。 

⑤ 入場時ロータリーバッジ着用の催促、卓話中の私

語への注意に当たる。 

⑥ 毎例会時に当日出席者数と出席率、そしてメーキ

ャップ後の出席率も発表し毎月中旬までに地区

へ出席報告をする。 

 

国際奉仕 理事委員長：深見 和久 

① 地区からの開催案内のある国際奉仕委員長会議

に出席する。 

① 国際奉仕に関する卓話を検討する。 

② ロータリー財団の補助金活動の事業を学ぶ。 

③ ＲＩ国際大会への参加を検討する。 

青少年奉仕 理事委員長：深見 和久 

① 地区開催案内のある青少年奉仕委員長会議に

出席する。 

② 青少年奉仕に関する卓話を検討する。 

③ １２区ロータリーアクトの区分合同会議へ

参加する。 

④ ロータリーアクト増強・増加に協力する。 

⑤ 名城ロータリーアクトの副主管として運営

を支援する。 
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例会・ニコボックス・親睦活動 理事：沖 知也 

例会受付 (タスキあり) 委員長：沖 知也 

① 例会受付は会員に対し翌月の例会の案内を行い、

出欠の確認と取り纏めを行う。 

② 例会受付はニコボックス、例会運営と役割を明確

に分け、連携を行うことでスムーズな例会進行に

努める。 

③ 例会受付は当番制とし 12:00 には受付に立ち、受

付を行う。 

④ 例会変更の場合、その週の水曜日 11:30～12:30

にANAグランコート名古屋１階に設置されたデ

スクでメーキャップ受付を行う。メーキャップ受

付は当番制とし２名で行う。 

⑤ 地区大会・夜間例会などの設営と受付を行う。 

ニコボックス（タスキあり）委員長：沖 知也 

① ニコボックス担当は例会受付と明確に役割と管

理を区別し、誕生日や結婚記念日などニコボック

スの受付及び協力の呼びかけ専念する。 

② 例会時にニコボックスのメッセージを呼み上げ、

会員相互の理解親睦に供する。 

親睦活動（タスキあり） 委員長：沖 知也 

① 例会及び例会以外にも会員相互の親睦を深める

ような提案・企画を行うため親睦委員会を開催、

協議し実施する。また親睦夜間例会は年４回（ク

リスマス家族会含む）行う。 

② 会員本人、ご家族にご不幸があった場合、全会員

に対し伝達、必要に応じて通夜、告別式の受付け

の手伝いを行う。 

③ 親睦例会に入会候補者の方に積極的に参加して

頂き、会員増強の場とする。 

④ 出席担当は例会欠席者に対しメーキャップを促

し、出席率の低い会員に対しては例会への出席を

促す。 

ロータリー財団 理事委員長：荒山久美 

 次年度ロータリー財団と米山記念奨学理事・委

員長を仰せつかりました荒山です。 

 それぞれの事業計画について説明致します。 

 先ず、ロータリー財団についてです。財団月間

である 11 月に卓話を実施する予定でおります。地

区委員にお願いしようと思っておりますが、よく

よく考えてみれば私も財団に出向している身です

ので、やらせていただける許可をいただけたら頑

張ってみようと思います。 

 地区の委員長会議に出席する。毎年インフレ率

が異常に高い財団寄付金ですが、次年度は財団設

立 100 周年ということでイベントも控えているよ

うですので、各自＄180 のご協力をお願い致しま

す。人口減少を迎えているこの時代においてこの

ような資金集めがいつまで認められるかわかりま

せんが、アイリスとしては現実を見据えた提言を

したいと思っています。 

 今年度は鬼頭社会奉仕委員長をはじめ、長谷川

さん、沖さんのご尽力で地区補助金をアイリスの

活動として創立以来、初めて獲得できました。ク

ラブ設立 3 年未満で、事務局も存在しない当クラ

ブが皆様のご協力のもと、このように早い段階で

補助金をゲットできたことは、誇りに思ってよい

ことと感じます。財団委員長として更に補助金に

ついての研究を重ねていきたいと思います。 

 私が出向しております財団の VTT 委員会の中

で、私は海外からの職業研修生を受け入れてお世
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話をする係をしております。現在まさに滞在中で、

この 1 週間送り迎えの担当をしております。 

 私も未熟で完璧に財団を理解しているわけでは

ありませんが、アイリスの奉仕活動のために努力

致します。 

 

 次に米山記念奨学についてです。米山月間は 10

月ですので、この時にボルジドさんか落合さんに

相談した上でスピーカーを決定し卓話を実施致し

ます。 

 2 年目の奨学生であるグェン・フォン・ティミ

ンさんの支援を致します。フォンさんには勉強の

妨げにならない程度の頻度で例会に出席をしても

らいます。愛知県で就職を希望されているような

ので、今はあちこち廻っていて忙しいようです。 

 アイリスの会員には米山奨学記念についての理

解を深めていただき、ひとりでも多くの米山功労

者を輩出できるように努力致します。 

 私は、財団だけでなく「奨学生のカウンセラー」

という２足めのわらじも履いておりますので、委

員長会議だけでなく、奨学生とは奨学金の渡し役

だけでなく、彼女と一緒に遠足や研修会にも参加、

指導教官を招いての忘年会参加、また年 2 回のレ

ポート提出などもこなしております。小さい奉仕

活動ではありますが、若い世代の成長のお手伝い

をすることができて大変「汗をかいた」感がござ

います。アイリスにお世話されている奨学生はい

いなーと周囲から思われるような活動をして、引

き続き頑張りたいと思います。 

 

 

以上 


