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皆さん、こんにちは。本日は当クラブの皆さんには既にお馴
染みの村井ガバナーにお越しいただいております。私の実の妹
が豊橋に嫁いでおりますので、村井ガバナーとはほんのちょっ
とだけ親しくさせていただいております。後程、ご挨拶をいた
だけますので、よろしくお願い致します。

鈴木健三会長

さて、2 日前に発表された新元号に関しては、これからどなたかが触れていただけると思い

ますので、私は先日に現役引退を宣言されたイチローさんの話をしたいと思います。皆さん
の中には当然、イチローさんと個人的に親しかったり、私よりもよく知っている方も見える
と思います。私はイチローさんを球場やテレビでは見たことはありますが、目の前で会った
ことはありません。しかし、父親であるチチローさんとは 2 度お会いしたことがあります。
それは、イチロー記念館や自宅が新築された頃ですから、今からかなり遡ることになります。
さて、既にご承知のように碧南 RC では、私と同じ業界関係者は 3 名おります。そして、
私を入れて 3 名は共に JC やその他の業界のように年齢を重ねるごとに碧南だけでなく、愛
知県での役職も兼ねてきました。私の場合は県に出向当初、当時の県の会長から「とにかく
歯科のイメージを高める企画を挙げてくれ。」と大概 PR の関係に所属しました。1 つはロー
タリークラブにも関係あるのですが、名古屋大須観音にある歯歯塚という入れ歯や抜けてし
まった歯のお墓の供養でした。当時、私はロータリークラブに入会しておりませんでしたが、
館主が当時のロータリーのガバナーであり、私の大事な役目のお墓掃除をしていた奥の部屋
でロータリー関係者がいつもいつも会議していたのを思い出します。
もう 1 つの PR を色々模索していたところ、今では個人情報などの関係でとても知ること
ができないでしょうが、先輩に当たる主治医からイチローさんが 1 本も歯をなくすことなく、
親知らずを含めて全ての歯が今でもあり、虫歯も 1 本もなく、噛み合わせもすばらしいとい
うことがわかり、それではそれを理由に県で表彰しようということになりました。すぐに父
親であるチチローさんにアポイントを取り、面会当日はイチロー記念館を見学後、新築間も
ない自宅にお招きいただいて、イチローさんを歯科医師会として是非表彰したい旨を告げま
した。チチローさんから「本人にはすぐに連絡します。」と言われて、次回のアポイントを取
り、取材交渉に行った数名で帰りの車中で大はしゃぎしたのを思い出します。ところが、次
に訪れた時の返事が「表彰はいらないです。
」ということでした。その時は大変悔しく思いま
したが、その後の国民栄誉賞の辞退を見ていると、
「そりゃあ愛知県の歯科医師会の表彰なん
かはいらないよな。」と当時の頭とこちらが深く反省した次第でございます。
本日は新入会員さんの卓話が聞けるということで、私がロータリーに入会する前のまだま
だ県に出向したばかりのドキドキしていた頃の話をさせていただきました。
本日の例会もよろしくお願い致します。

ガ バ ナ ー 挨 拶
只今ご紹介いただきました本年度ガバナーを務めておりま
す豊橋 RC の村井總一郎と申します。今日はよろしくお願い致
します。
碧南 RC さんの創立 60 周年記念式典の日に別の地区の行事
が重なってしまい、どうしても出席することができません。申

村井總一郎様

し訳ないなという気持ちがありまして、先程も話がありましたように鈴木会長とは多くのク
ラブの会長さんの中でも凄く親しくさせていただいている方なもんですから、出向いてお祝
いをしたいということで今日はお邪魔させていただきました。
創立 60 周年、本当におめでとうございます。日頃はロータリークラブに皆様のご協力をい

ただきまして、特に私の年度におきまして WFF、地区大会、IM の開催などで本当に多大な
るご協力をいただき、ありがとうございます。
60 周年と一口に申しましても、日本のロータリーができて来年で 100 年ですから、その 6
割をこの碧南 RC さんも一緒に築いてこられたということでございます。やっぱり、一時の
喜びではなくて、60 年続いた歴史の重みと様々な奉仕活動の積み重ねによってのこの 60 年
のお祝いの会だと思います。当日は晴天の下、桜が満開の中で開会されることをひたすら願
う訳でございます。
これからも 60 年の後、70 年、90 年、100 年と碧南 RC 様が活動を広げられまして、ロー
タリーの世界をどんどんこの地域に落としていただけるということを願っております。私の
本年度の地区方針が「あなたの街でロータリーを！あなたの街からロータリーを！」であり
ます。この碧南の地でロータリー活動をしていただき、碧南の地からロータリー活動を広げ
ていっていただければということを祈念申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。
本日はどうもおめでとうございました。
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幹事報告をさせて頂きます。
・ 他クラブの例会変更のお知らせは、幹事報告書の通りでご
ざいます。
・ ガバナー月信 4 月号掲載のお知らせが届いております。
・ 本日、皆様のボックスに元会員の樅山善久様（栄四郎瓦㈱

角谷

修幹事

取締役会長）より、ご自身の絵手紙をとりまとめられた、絵手紙集「悔いのない足跡を」
を入れさせていただきました。尚、お気遣いは無用とのことですので、申し添えさせてい
ただきます。
・ 今週の 4 月 6 日（土）に創立 60 周年記念式典があります。14 時から 2 階の写真撮影室に
て集合写真を撮りますので、遅れないようにお願い致します。
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＜出席奨励委員会＞
総会員数 69 名 (内出席免除者 18 名の内出席者 11 名) 出席者 60 名
出席対象者

60／62 名

出

欠席者 9 名(病欠者 1 名)

席

率

前々回修正出席率

96.77％
100％

※十週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。

＜ニコボックス委員会＞
第２７６０地区ガバナー

村井總一郎様

本日例会におじゃま致しました。創立６０周年

おめでとうございます。残り期間もよろしくお願い致します。
鈴木

健三君

角谷

修君

木村

徳雄君

４月２７日、植樹式も無事終える事が出来ました。会員の皆様、竹中様に
は大変お世話になりました。
今シーズンのスキーは無事に終了しました。来シーズンに向けてトレーニ
ングはげまずに頑張ります。
４月より碧南コンセッションという会社で明石公園を１０年間運営してい
きます。木村建設、スポーツマネジメント、丸八重整備３社で運営します
ので、乗り物券たくさん購入お願いします。

長田

和徳君

新入会員の佐久間君を紹介します。

杉浦

秀延君

３月３１日、母校愛知県立碧南工業高校バレーボール部ＯＢ会が開催され、
特別ゲストとして、卒業生２名が在籍するアイシン精機バレーボール部の
皆様がお越し頂き、必勝体制のチーム編成でエキシビジョンマッチをしま
したが、けちょんけちょんに負けてしまいました。しかし強くなる為のノ
ウハウエッセンスを直に伝授してもらい、部員にとって良い機会になりま
した。アイシングループバレーボール部の皆様ありがとうございました。
今後、ご指導よろしくお願い致します。
４月１日、新しい元号“令和”の発表に併せて、あわてて自宅そうじした
ところ、ほこりまるけの５０年程前に購入した萬葉集がみつかりましたの
で、急ぎひも解き、出典が６７ページに発見しました。期日は天平２年正
月１３日、西暦８２３年２月２８日『初春の令月にして、気淑く風和ぐ。
梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫らす。』解説には『初春の良い月で
気は良く、風は穏やかである。梅は鏡の前の白粉のように白く咲き、蘭は
匂い袋のように香っている。』これで少し家がきれいになりました。

長田

康弘君

本日、卓話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

尾藤

有康君

人事異動で転勤となり、碧南ロータリークラブを退会することになりまし
た。短い間でしたが大変お世話になり、ありがとうございました。

佐久間克治君

本日から入会させて頂きます。よろしくお願い致します。

＜親睦活動委員会＞
会員誕生日
２５日

石川

春久君

奥様誕生日
２日

平岩統一郎君の奥様

和恵様

５日

新美

真司君の奥様

琢美様

６日

杉浦

保子君のご主人様

６日

杉浦

邦彦君の奥様

真理子様

８日

藤関

孝典君の奥様

千智様

１４日

尾藤

有康君の奥様

千絵様

２１日

長田

銑司君の奥様

美代子様

２４日

倉内

裕君の奥様

月子様

２５日

長田

豊治君の奥様

妙子様

３０日

鈴木

泰博君の奥様

恵子様

義己様

結婚記念日
５日

岡島

晋一君・朋子様

１１年

１６日

石川

春久君・美鈴様

４９年

１７日

倉内

裕君・月子様

４６年

１７日

林

俊行君・としめ様 ３１年

１７日

奥津

順司君・美恵子様 ３７年

２０日

岡本

明弘君・早百合様 ３７年

２０日

長田

康弘君・亜弓様

１１年

２３日

石川

鋼勇君・絵梨子様 １４年

２９日

貝田

隆彦君・直美様

３０年

入会記念日
３日

岡本

彰人君、佐久間克治君

４日

平松

則行君

卓

話

「私の履歴書」
会員

樅山朋久君

ご紹介いただきました樅山です。時間が残り少ないですが、
お付き合いいただきたいと思います。今日、私もここに来て初

樅山朋久君

めて配られているのを知ったのですが、私の親父の描いた絵手紙集を皆さんにお持ちいただ
くことになりました。これで 3 冊目になりますが、一緒に描かれている方が体調を崩されて
おりますので、多分今回で最後になるのではないかと思っております。関心を持たれました
ら、1 冊目と 2 冊目も家に非常にたくさんありますので、お声掛けいただければと思います。
私は名字が樅山と申しまして、樅山という名字が全国を探してもなかなか少ない名字では
あるのですが、樅山がいるのは碧南と田原に集中しておりまして、それ以外の所にはほとん
どおりません。碧南の樅山は私共の祖先がはじめでそこから分かれたのではないのかなと思
われまして、どちらかというと碧南よりも田原の方が由緒正しいような印象があります。
瓦を製造し始めたのが 1801 年で今から 218 年前でして、その年代は間違いないと思うの
ですが、それ以前から家では瓦を作りながら庄屋のようなことをやっていたもんですから、
庄屋が先だったのか、瓦が先だったのかはわかりません。
私が会社に入ったのは 26 歳の時でして、その 1 年後に青年会議所にも入会させていただき
ました。仕事に関しましてはどちらかというと、一番の悩み事は親父に振り回されるという
ことでして、優しい人ではあるんですけども、わがままで自信家なもんですから自分の思い
通りにいかないと気が済まないというところで心が折れるような出来事もありました。ただ、
8 年前に親父が足を骨折しまして、たまたま少しの間だけですが目が見えなくなってしまいま
して、今は何ともないのですが、その時に社長を交代しました。それからは気持ちも若干楽
にはなったんですが、今でもときどき会社に来ては爆弾のようなことを落としていくもんで
すから、そういった心配が絶えない状況です。
学歴・経歴は、碧南幼稚園を卒業しまして、新川小学校。それから、岡崎にある愛知教育

大学附属中学校、その後、附属高校を卒業しました。それから、東京の立教大学の経済学部
に進学を致しました。それから、銀座にある商社で働いて、その後、実家である栄四郎瓦に
勤めております。
私も出張が多いものですから電車に乗ったり、飛行機に乗ったりすることが結構あります。
その時に本をよく読みます。大体年間 100 冊ぐらい読むのですが、あまり役に立たないよう
な自然科学系の生物だとか植物だとか星だとかのものを読むのがどちらかというと好きです。
ここにいる皆さんも経営者ですから本を読む中で自分にとっての理想の上司と言いますか、
理想の経営者像というのがおられるかと思います。私は池波正太郎さんの小説の鬼平犯科帳
に出てくる長谷川平蔵という人物に私自身の経営者像を見い出しておりまして、とてもなれ
る訳ではないんですが、少しでも見習えればということで過ごさせていただいております。
是非、皆さんも読んでいただければと思います。
どうもありがとうございました。

会員

長田康弘君

失礼致します。只今ご紹介いただきました長田と申します。
卓話ということで大変緊張しております。失礼がありました
ら、お許しください。
私は 1966 年 12 月 8 日に長田家の長男として碧南市に誕生

長田康弘君

致しました。まだ、父と母は健在です。弟が 2 人おります。性
格は見ての通りで、真面目で控え目でお人好しという感じです。特に取り柄もありませんが、
ゴルフを少々、皆様に遊んでいただきましてありがたいなと思っております。中学校から卓
球を始めたので、今はやっていませんが卓球も少しできる程度です。
会社は私が 2 歳 4 か月頃の 1969 年 4 月に長田工業として父親が立ち上げました。それま
では日本電装に勤めておりまして、31 歳で脱サラして始めたみたいです。お金があった訳で
はないので、畑を売って 100 万円を資本金としたそうです。今は切削工具の研磨加工をして
いるんですけども、当時は工作機械の部品の製造をしておりました。
私が中学生の頃にアメリカからスローアウェイチップという切削工具が入ってきまして、
それを始めさせていただきました。当時、部活がない時は嫌々手伝わされていたのを憶えて
おります。
その後、社会人になりまして、5 年間、富士精工株式会社という所でお世話になりまして、
今の工業団地の方に出てくるということで、入社することになりました。
その後、仕事をしていましたら青年会議所からお誘いをいただきまして、2004 年に入会さ
せていただきました。その時、初めて経営者の集まる組織に入ったのですけども、最初は何
で歌を歌うのかなと思い、少しびっくりした思い出があります。
その後は 2008 年に結婚させていただきました。2013 年に碧南市消防団に入団させていた
だきまして、今年の 3 月 31 日に退団させていただき、6 年間大変お世話になりました。

自分の良い所は目立たない所かなと思っておりますので、ロータリークラブでもなるべく
目立たないように頑張っていきたいなと思っております。特段取り柄もありませんが、少し
でも自分の良さを出しながら、皆様にお世話になるかと思いますが、よろしくお願い致しま
す。
ありがとうございました。

次回例会案内
平成３１年４月２４日（水）

地区研修・協議会報告

