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●斉  唱 
 

ロータリーソング「今日も楽し」 
 
●本日のお弁当 
 
 小伴天 
 
●本日のお客様 
 
 トヨタ自動車 ヴァルキューレ シニアアドバイザー 山本和信様 
 トヨタ自動車 ヴァルキューレ 監督 金子健一郎様 
 
●本日の卓上花 
 
 オーニソガラム（マウントフジ）、ガーベラ（オークリー）、ホワイトレースフラワー 
   

会 長 挨 拶  
 

皆さん、こんにちは。本日は先日の 4 クラブ会長幹事事務局

員懇親会の報告を会長挨拶とさせていただきます。 
 先週、ゴーンさんが逮捕されたという衝撃のニュースがあっ

た翌日の 20 日（火）に 4 クラブ会長幹事事務局員懇親会を碧

南が幹事クラブの元、開催致しました。これは刈谷 RC と刈谷

RC を親クラブとする近隣の 3 クラブ、北から知立、高浜、そして我が碧南の会長、幹事、事

務局の情報交換や懇談する会になります。しかし、ロータリー関係者だけが集まるのですか

ら、おのずから各クラブの現況や先日の地区大会の話になり、皆さん「大会はとにかく天候

に恵まれて良かった。」と明日は我が身ですから本音を話し、結局皆さんロータリーが好きな

んだなぁと感じました。また、先日、高浜と合同開催しましたガバナー訪問時に高浜の鈴木

会長からも話がありました「今回の 4 クラブの会長は姓が鈴木ばかり」という話題にもなり、

私も色んな立場で色んな会議に出ますが、会長全てが同姓というのは初めてです。以前、当

鈴木健三会長 



※十週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。 

クラブに見えた鈴木宏枝さんから熊野神社に代々伝わるという大きな半紙を広げながら説明

していただき、「この辺りの鈴木姓は岡崎三河武士の鈴木、刈谷水野藩の家臣の鈴木、そして

私のような義経討伐に当たり、頼朝の警護についてきた和歌山出身武士の鈴木がほとんどで

すよ。」と伺った貴重な話をさも自分が知っていたかのように皆さんに話しましたが、他の 3
クラブの鈴木会長たちからはあまり賛同を得ませんでした。当クラブの鈴木姓の方たちはこ

れらのどこかに当てはまるのでしょうか。詳しいことは下の宮熊野神社に行って鈴木宏枝さ

んに聞いてみてください。 
 さて、本日は卓話のお客様から今のバレーボール界のとても楽しい話を聞けるようです。

私は高校時代にモテたい一心で当時の森田健作に憧れて剣道部を選んでしまいました。その

ため、バレーボールには前会長の木村徳雄さんのように詳しくなく、大変疎いですが、女子

は東京オリンピックの大松監督の回転レシーブまで、男子は私が高 3 の時のミュンヘンオリ

ンピックの松平監督率いる準決勝のブルガリア戦の試合を試験前夜にもかかわらず、深夜過

ぎ明け方まで全部見てしまって翌日の世界史の試験がボロボロだった想い出があります。 
 本日の例会もよろしくお願い致します。 
 

  幹 事 報 告  
 
 幹事報告をさせて頂きます。 
・ 例会変更のお知らせは、幹事報告書の通りでございます。 
・ ロータリーレート変更のお知らせが届いております。11 月

と同じ 112 円でございます。 
・ ガバナー事務所より、「2019 年ロータリー国際大会（ドイ

ツ・ハンブルク）登録のご案内」及び「村井ガバナー主催ハンブルクの夕べ（ガバナーナ

イト）登録のご案内」が届いております。 
・ ロータリー米山記念奨学会より「5 千万円達成クラブ感謝状」が届いております。 
・ ガバナー補佐事務所より、ガバナー補佐杯親睦ゴルフ大会のお礼状が届いております。 
・ 名古屋東南 RC より、「創立 50 周年記念事業オーケストラ演奏会のご案内」が届いており

ます。 
  
  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 総会員数 72 名 (内出席免除者 19 名の内出席者 11 名) 出席者 57 名 

 出席対象者 57／64 名   出 席 率    89.06％ 

 欠席者 15 名(病欠者 0 名)   前々回修正出席率 100％ 

角谷 修幹事 



＜ニコボックス委員会＞ 
木村 徳雄君  私、胃腸かぜにかかってまして、本日で１０日目、下痢が止まらず大変で

す。最近の私の現況でした。 
加藤 良邦君  去る１１月２２日、京都総本山誓願寺第百二世御法主表葬儀に誓願寺総代

として、会葬御焼香頂きました、黒田昌司会員に厚く御礼申し上げます。 
鈴木 並生君  ３クラブゴルフコンペ、ロータリークラブの部で優勝できました。ありが

とう。 
杉浦 勝典君  １１月１５日、第７０回県表彰に於いて産業功労者として受賞致しました。

大変嬉しく光栄です。今までの苦労がむくわれ嬉しくおもいます。鈴木商

工会議所会頭より祝電を頂き、感謝しております。ありがとうございまし

た。 
杉浦 保子君  ロータリーの友、俳壇掲載うれしい！！ 
苅谷 賢治君  退会をさせて頂きます。大変お世話になりました。 
杉浦 秀延君  過日１０月１３日、愛知県工業高校生溶接競技大会が開催され、アート部

門で母校碧南工業高校機械研究部の生徒作品「お前うまそうだな」が５位

優秀賞・産報出版賞を受賞することができ、大きな成果となりました。 
        過日１１月４日、にししんハイスクール・ものづくりコンテストが開催さ

れ、母校碧南工業高校３年生課題研究チームが製作した「階段でも使用で

きる松葉杖」が見事アイデア賞を受賞しました。熱心に取り組んできた成

果を出すことができました。 
        本日の卓話講師、トヨタ自動車女子バレーボール部ヴァルキューレ監督、

金子健一郎様を紹介します。どうぞよろしくお願いします。 
一柳  成君  ４年弱、仲良くしていただき、ありがとうございました。 
尾藤 有康君  石川鋼逸様、当社スポンサーのＦＭ愛知の番組にご出演いただき、ありが

とうございました。 
 
 

卓 話  
 
「トヨタ自動車バレーボールチームの紹介及びＶ２

リーグ碧南大会開催のご案内」 
トヨタ自動車 ヴァルキューレ 監督 金子健一郎様 
 
 只今ご紹介いただきましたトヨタ自動車女子バレー部ヴァ

ルキューレ監督の金子でございます。今日こういった場を設けていただきまして心より感謝

申し上げます。こういう所でチームの紹介させていただくことが試合の時の集客や応援に繋

がってきますので、是非この場を借りてチームのことをたくさん紹介したいと思っておりま

す。私、勉強不足で卓話という言葉を今回初めて聞きました。そこで慌ててインターネット

で調べまして、ご飯を食べながらお話しするのではなくて、こういった場でお話しするとい

金子健一郎様 



うことで、少々緊張しておりますが、その辺はご勘弁いただければと思います。 
 まずは自己紹介です。顔と名前をしっかりと憶えていただいて、試合の時にでも「今日来

たよ。頑張ってね。」とお声がけいただくと力添えになりますので、どうかよろしくお願い致

します。名前は金子健一郎と申します。年齢は 51 歳です。出身は埼玉県川越市です。3 人兄

弟の長男として生まれました。家族構成は妻 1 人、娘 1 人です。バレーとの出会いは小学 6
年生の時です。当時、身長 160cm ありまして、母親の勧めで始めました。中学校で身長がポ

ンポンと伸びまして、中学 3 年生で身長が 183cm になりました。バレーボールばっかりやっ

ておりましたので、バレーボールが自分の学問です。1 人時間差で有名な森田淳悟さんは大学

の時の恩師で、川合俊一さんは大学の先輩で、全日本のエースだった泉川正幸は大学の後輩

です。趣味は食べること、バイク、カラオケです。仕事の関係で中国に 5 年行きまして、苦

労も多かったですが楽しいことが多かったです。 
 チームの紹介として、はじめにこのマーク今まで見たことありますよという方はいらっし

ゃいますでしょうか。これはトヨタ自動車女子バレー部のチームのロゴでございます。この

キャラクターがチームの目印になりますので、ご存知なかった方はここで憶えていただける

とありがたいなと思います。 
チーム名の「ヴァルキューレ」はどういった由来があるかをご紹介させていただきます。「ヴ

ァルキューレ」は北欧神話に登場する戦いに勝利をもたらす神様の方のお名前です。バレー

ボールで戦って勝つというのに相応しいということで、このネーミングにすることにしまし

た。 
 碧南市様とのつながりについて簡単にご説明させていただきます。トヨタ自動車女子バレ

ー部は 2017 年 8 月 22 日に碧南市様とホームタウンパートナー協定を結ばせていただきまし

た。この中身というのが、バレーボールを通じて、連携や相互協力を深め、地域振興とスポ

ーツ振興を進めていくということであります。 
 チームの歴史についてご紹介させていただきます。 

1946 年  創設 
1982 年  第 3 回 実業団バレーボール 地域リーグ 参戦 
2014 年  V・チャレンジリーグⅠ昇格（10 位） 
2015 年  V・チャレンジリーグⅡ部（優勝） 
2016 年  V・チャレンジリーグⅡ部（昇格） 
2017 年  V・チャレンジリーグⅠ昇格（6 位） 
2018 年  2018-19 V.LEAGUE Division2 参戦中 

になります。 
 毎年、チームのスローガンを作っておりまして、2018-19 は「一体感×プラス思考」にな

ります。一体感につきましては、「チームのメンバーで一体感を持ってバレーをしましょう。」

というところで、なかなか言葉と実態が合わないところがございますが、何かにつけて「一

体感だ。」と言ってチームの結束を高めております。あと何事にもプラス思考ということで、

勝っても負けても下を向かずに前を向いていけるように頑張っております。 
 選手紹介についてですが、パンフレットがお手元に配布されていると思います。そちらを



ご覧いただくか、「ヴァルキューレ バレー」と検索していただいて、ホームページをご覧い

ただければと思います。 
 試合のご案内をさせていただきます。碧南市臨海体育館で 12 月 8 日（土）13 時からヴィ

クトリーナ姫路、12 月 9 日（日）15 時 10 分から JA ぎふリオレーナと対戦がございます。

現在、リーグ戦ではヴィクトリーナ姫路が 1 位、JA ぎふリオレーナが 2 位です。 
チームのご紹介と試合のご案内をさせていただきました。当日、たくさんの方が会場にお

越しになって応援してくださるということを期待しておりますので、どうぞよろしくお願い

致します。 
 本日はどうもありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

次回例会案内 
 

平成３０年１２月１２日（水） 
卓話「私の“素人手打ちそば”について」 
（一社）全麺協 地方審査員 佐藤勝次郎氏 




