励まされ、今があります。世界のすべてのアスリートを誇
りに思い、たたえたいと思います。自分を信じて、一心
に進んできた、これまで皆さんが描いてきた軌跡は、自
分自身の未来に、大きな、そして、かけがえのない宝物
になります。自信を持って舞台に上がって下さい」と挨
拶されました。直前までトラブルが続くなど、批判や不
安の声が大きく、新型コロナウイルス禍で行われる大会
であります。ご本人もアスリートであり金メダリストである
橋本会長の言葉は、心に響きます。４年に一度のオリン
ピックアスリートたちの４年間にかける思いはいかばかり
なのでしょうか。想像できません。
今回は直前まで開催も不確実のうえ１年延期となりま
した。選手の弁の「開会してくれてありがとう」を聞き、開
催できてよかったと思いました。開会式で印象に残った
ことは選手の多くがスマホ撮影で自撮りしながら行進し
ていたことや、聖火ランナーの長嶋茂雄さん、最終ラン
ナーの大坂なおみさんなど。世界的に活躍し知名度が
高くなった日本人アスリートたちが増えてきたこと素晴ら
しいと思います。
競泳女子で白血病から復帰した池江璃花子選手は
日本記録 3 分 36 秒 17 にわずかに 0 秒 03 差届かず、
全体 9 位で予選敗退。メダルは取れませんでしたが彼
女の半端ない強さを見せつけられました。19 年 2 月の
白血病公表から、多くの苦難を乗り越え、16 年リオデジ
ャネイロ大会に続く 2 度目の五輪となりました。「強くな
った池江璃花子を見せたい」と自分を信じ、闘病生活
を乗り超えました。抗がん剤の治療により、髪の毛が抜
け落ち、吐き気にも悩まされて、1 日に 5 回以上もどし
たり、食欲もなく、栄養を点滴で摂取するのが精一杯、
体重が 18 キロも落ちました。「死にたい」ともらしたことも
あります。それでも負けず嫌いの池江選手。19 年 12 月
の退院から約 2 週間後、自宅リビングの雲梯にチャレン
ジをテレビで見ました。筋肉も落ちて細くなった腕でぶ
ら下がって、挑戦しては落下する。競技に復帰すること
自体が難しいことだったでしょう。その時まさか東京に
出場できるとは思いませんでした。池江選手は闘病中、
2024 年の「パリ五輪に出たい」という大目標を掲げてい
たましたが、東京が実現しました。凄いことです。
また水中出産であったという池江選手。お母さまはと
にかく認めて、褒めて、愛して育てるのが教育方針だっ
たそうです。幼少の頃から池江選手にはポジティブな
言葉をかけ続け、いつも『できるよ』と声をかけて自信を
持たせていたそうです。彼女の“偉業”をたたえたいで
す。これからのご活躍を期待します。
最後にダイソーの矢野博丈さんの挑戦への軌跡の

第 372 回 例会
2021 年 7 月 28 日 13:00～
■司
会
■斉
唱
■出席報告

生田瀬津子 例会・出席・親睦委員
手に手つないで
出席者数
17 名 / 27 名
出 席 率 62.96 %

■ゲ ス ト
■ビジター

ニコボックス
〇 菊地富士子 会長
オリンピック始まりました。日本、金メダル 11 個
です。おめでとうございます。
〇 山田智博 幹事
本日、土用の丑の日です。食べたいな～。
〇 安井忠 ロータリー財団委員長
オリンピック日本選手団頑張っています。特に
大橋選手スバラシー又コロナ増えて来ておりま
す。医療従事者の皆様、ご自愛頂き頑張って
下さい。
〇 深見和久 例会運営出席親睦委員長
オリンピックで皆さん寝不足でしょうか？毎日、
日本選手の活躍で感動の連続です。今日は、
女、石野千香子の壮絶なる生涯です。石野さ
ん、宜しくお願い致します。
会 長 挨 拶
2021 年 7 月 23 日から、東京 2020
オリンピックが始まりました。23 日夜
の東京五輪開会式で、夜空に約 4
分 30 秒にわたり 1824 機のドローン
による五輪エンブレムや地球が浮か
び上がりました。ドローンは米インテ
ルが一般向けに提供しているサービ
スであり、平昌五輪やスーパーボウ
ル等でも既に使用されています。この恐ろしいほど精巧
なテクノロジー是非良いことに活用してほしいです。
天皇陛下のご臨席、ＩＯＣバッハ会長、各国からご来
賓ご列席いただき東京大会はオリンピック史上初の１年
延期という形で開幕しました。東京五輪・パラリンピック
組織委員会の橋本会長は「困難な中でも決して立ち止
まることなく、前を向いて、努力を続ける姿に、私たちは
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年度継続か退会するかで、委員会に参加して決め
たいと考えています。当クラブは、退会の方向で動
いています
② 地区から開催案内のある社会奉仕委員長会議に
出席する。
地区から要請が有れば参加致します。
③ 社会奉仕活動、助成対象先を研究する。
名大病院だけでなく、アイリス RC として新たな
奉仕活動先を研究します。前回、相京さんの自己
紹介卓話でお話が有った、「金山駅前そだて会」
に興味が沸きましたので、どのように奉仕出来るの
か研究したいとも考えています。皆様他に良い所
が有ればお声掛け下さい。
④ 名大小児科病棟での継続奉仕活動を実施する。
名大小児科病棟は、当クラブの継続奉仕先です
ので、本年度も病院へお伺いに行き、奉仕内容を
決めたいと考えています。

お話します。どん底から這い上がってきた矢野会長は
あるお坊さんの言葉「これから艱難辛苦が押し寄せてき
ます。それを乗り越えるときっといい人生が送れるでしょ
う。人生にはいろいろなことが起こりますけど。無駄は一
つもありませんよ。」これを聞き自分のことを「こいつは
見どころがあると思って人の何倍も艱難辛苦を与えてく
れたんじゃないか。運が悪い悪いと思っていたが、もし
かすると運がいいんじゃないか。そう思うようになってか
ら、少しづつ心のもやもやが晴れて、いいことが起こる
ようになりました。」とおっしゃっておられた。
金メダルの数も現在 10 を超えており、これからの続く
オリンピック選手たちの活躍も楽しみです。後はコロナ
感染のニュースが少なくなっていくことを願うばかりです。

委員会事業計画発表
奉仕プロジェクト（職業・社会・国際） 加藤 正広委
員長より本年度の事業計画・奉仕員の発表がありまし
た。

最後に国際奉仕です。
① ロータリー財団の補助金活動の事業を学ぶ。
とういう事で、何が良いか勉強をしたいと考えて
います。
② 地区から開催案内のある国際奉仕委員会議に出
席をする。
地区からの開催案内が来ましたら、出席し内容
を熟知出来ればと思います。
③ RI 国際大会への理解を進める。
なかなか国際大会に行けませんが、内容を少し
でも理解したいと考えます。
④ 国際奉仕に関する情報を収集し活動を行う。
以上の情報を学び、国際奉仕を行う準備をした
いと思います。
出来れば、ボルジド君の出身地モンゴルでの奉仕
活動を模索出来ればと考えています。

まず社会奉仕からご説明いたします。
① 職場訪問を計画し例会を行う。
これは、親睦例会として第一回が 9 月 22 日の
香楽さん、第二回が、1 月 20 日のシエ・コーベさ
んにて行う予定です。コロナ禍で緊急事態宣言・ま
ん延防止等重点措置が発令されてなければ開催
予定です。
② 職場に行けない場合は、ビデオ撮影をして卓話を
する。
メンバーのお会社へ訪問
をしてビデオ撮影を行い、会
社の内容・理念・方針そして
職場環境等ビデオに収め、
例会にて報告卓話が出来れ
ばと考えています。前回の勉
強会で、事業が継続して発
展する条件として、シェルドン
の言うサービスを教えて頂きました。それは 1.適正
な価格、2.経営者従業員の接客態度、3.品揃え、
4.公正な広告、5.取扱商品に対する知識、6.アフタ
ーサービス等で有ります。これも踏まえお聞きした
いと考えています。出来れば毎年、行えれば良い
と思います。
③ １０月ないし１月に職業奉仕に関する卓話を実施
する。
1 月は、職業奉仕月間ですので、先ほどのビデ
オ報告卓話等、職業奉仕に関する例会を行うつも
りです。
④ 地区から開催案内のある職業奉仕委員長会議に
出席する。
毎年地区の職業奉仕委員会で行う勉強会が有
りますので、そちらへ出席を致します。

以上、奉仕プロジェクトの（職業・社会・国際）委員長
方針を終わります。有難う御座いました。

卓

話

自己紹介 石野千香子さん
皆様、こんにちは。7 月に入会さ
せていただきました石野千香子で
す。前任の牧野が色々とお世話に
なりましたが、引き続きよろしくお願
いいたします。
東京オリンピック 2020、テレビの
チャンネルを忙しく変えて、ワクワク
ドキドキしながら、毎日応援をしてお
ります。東京開催で寝不足にならなくて良かったです。
選手の皆さんが、これまで努力した力を存分に発揮出
来ますよう、祈念したいと思います。
改めまして、今回このような機会をいただきましたの
で、簡単な自己紹介をさせて頂きます。
私は、三重県の四日市市で 1975 年に生まれまして、
高校までは四日市で過ごし、その後、大学進学で大阪

次は、社会奉仕についてです。
① 名古屋市内 25RC 社会奉仕委員長会議に出席す
る。
これは 25RC 名が抜け、新しい会則が出来、本
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で４年間一人暮らしをしました。年は 1975 年生まれで
すので、ご興味ある方は計算をお願いいたします。
現在は、北名古屋市で夫と小学校６年生の娘と３人
で暮らしております。子供を学校に通わせながら、仕事
をするということは、色々と大変なことがありますが、当
社、東海東京フィナンシャルホールディング（東海東京
証券）は女性活用に積極的に取り組んでいることもあり
まして、会社の人たちや家族の協力もあって、なんとか
激務に取り組ませて頂いております。
ここで、少し私の仕事についてお話ししたいと思いま
す。私の所属しております部署はグローバルマーケット
カンパニー、法人部門にある中部法人部です。実は、
今年４月に大規模な人事異動がありまして、グローバル
マーケットカンパニーの副カンパニー長、専務が女性、
法人部門長の常務が女性、そして東京法人と福岡にあ
る西日本法人部長も女性という、女性戦士の部隊となり
ました。
業務内容としましては、主に、有価証券の運用提案
にはじまり、日本株式のみならず、外国株式の取り扱い
や、金利やドル円などの外国為替に連動するような商
品を、皆様の経営をされておられる事業法人様への提
案と、地域金融機関である地方銀行様、信用金庫様や
信用組合様、農林系の金融機関様にも、運用のための
助言や商品のご提案によって、この東海地方のお客様
にご愛顧いただいております。
絶対儲かる商品はございません。商品には必ず、リ
スクに見合ったリターンとなることが常です。逆に、皆様
の周りで必ず儲かるといった勧誘がございましたら、そ
れは非常に怖い提案ですので、十分ご注意ください。
良いアドバイスは、お客様のニーズやスタンスによって
変わりますが、その状況に合わせてご提案することを心
がけて、業務に務めております。
私自身は、この 4 月の辞令で中部法人部の課長から、
部長への任を受けました新米部長でございまして、今
回の辞令の後、お客様へのご挨拶の際に頂いた「忘れ
てはいけない心構え」として、「勉強すること」「素直」「ポ
ジティブシンキング」という言葉を頂きました。
仕事をする上で、又、部下や子供へ伝えるべき事と
しても、大切な原点だなと改めて思い、身が引き締まる
気持ちになりました。今後も、私自身のモットーとしてい
きたいと思っております。
今後、ロータリークラブ活動を通じて、社会に貢献で
きるよう頑張りますが、まったく知らないことばかりで、皆
様の足手まといになってしまいますが、何卒、ご教示賜
りますよう、よろしくお願い申し上げます。
簡単ではありますが、これで終わらせていただきます。
ご清聴、ありがとうございました

るという構想について話し合いました。さまざまな職業
をもつ人がアイデアを分ちあい、生涯つづく貴重な友
情を築くことのできる場所を思い描いたのでした。
1905 年 2 月 23 日、ポール・ハリス、ガスターバス・ロ
ーア、シルベスター・シール、ハイラム・ショーレーの 4
人が、シカゴ中心街のユニティ・ビルにあるローアの事
務所（711 号室）に集まり、これが世界初のロータリーク
ラブ例会となりました。

「立身出世するために農場や小さい村からシカゴに
やって来た若者たちが大勢いるはずだ...。彼らを一堂
に集めたらどうだろうか。彼らも自分と同じように友情を
求めているとしたら、きっと何かが生まれるに違いない」
1907 年 2 月、シカゴ・ロータリークラブの 3 代目会長
に選出されたハリスは、
1908 年秋まで会長を務め
ました。会長の職を退く少
し前、ハリスはロータリー
をシカゴ以外にも広げよう
と試みていました。経済的
負担が大きくなることを懸
念して拡大に反対した会
員もいましたが、ハリスの
粘り強い努力の結果、
1910 年、米国のほかの主
要都市にもクラブを結成
することに成功しました。
ハリスは、長い闘病生活
シカゴ中心街のユニ
の末、1947
年 1 月 27 日に
ティ・ビルにあるロー
シカゴにて 78 歳で永眠しま
アの事務所(711 号
した。
室)
ハリスの逝去後、世界中
から多くの追悼寄付が寄せられました。「ポール・ハリス」
という名は、現在もロータリアンやロータリー支援者の情
熱と意欲の源となっています。

ロータリーの歴史 (1)
ロータリーは、ひとりの人のビジ
ョンから始まりました。その人の名
はポール・ハリス。
シカゴで弁護士業を始めたポ
ール・ハリスは、仕事を通じて知り
合った数人の仲間を集め、地元
の職業人から成る団体を結成す

参考文献：
ロータリー歴史探訪 源流の会 田中毅
My Rotry https://www.rotary.org/ja/aboutrotary/history/paul-harris
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