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２０２１年（令和３年） １月  ７日  (木 )  曇り 第２６９５回（当年度第１６回）例会  
 

            
点 鐘                     加藤 義晴君 

司 会             ＳＡＡ     倉知 正憲君 

国歌斉唱                     「君が代」 

ロータリーソング斉唱           「奉仕の理想」 

四つのテスト唱和              南村 朋幸君 

－ 言行はそれに照らしてから － 

１．真実かどうか 

２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めか 

４．みんなのためになるかどうか 

 

ゲスト及びビジター紹介 

 なし 

 

  

会長挨拶   

                
                     会長 加藤 義晴君 

新しい年を迎えました。本年もよろしくお願いいたし

ます。 

今日は年始め恒例の年男語るです。お二人の卓話

がとても楽しみです。 

１月は「職業奉仕月間」です。２００４年１１月の RI 理

事会において１０月が指定され、２０１４年１０月の特別

月間見直しで２０１５－１６年度から１月に移行されまし

た。当クラブにおきましては、既に１１月に電話相談事

業を開催し、多くの会員の皆様に対応していただこうと

目論んだところですが、数人の方のみの対応になって

しまい申し訳なく思っております。一方で会員の皆様方

には日常的に取り組んでいただいている事ですし、月

間の奨励事業としては親睦活動への関与など４項目あ

りますので引続きよろしくお願いいたします。 

振り返って昨年は、２月中旬以降新型コロナウィルス

対策中心の社会・経済活動でした。今では日常生活で

すらマスク無しでいることは出来ません。とりわけ外出

先では必需品です。 

今は第三波の感染拡大の状況にあり、今日にも首

都圏では再び「緊急事態宣言」が発令されるとのことで

す。愛知県においても感染者数が急激に増加しており

ますので感染防止対策を徹底していかねばなりません。

当クラブの例会の持ち方につきましては今日の理事会

で検討させていただきたいと考えておりますのでよろし

くお願いいたします。 

皆さん、１２月２６日の Web例会には多数参加してい

ただきありがとうございました。コメントもたくさんいただ

きました。年忘れ家族会に代わる親睦活動事業の中間

報告のような形で開催しました。映像にエンドロールあ

ったとすれば企画・濱島親睦活動委員長、編集・近藤

幹事、出演・会員多数、進行・倉知 SAA、バックパネル

製作・片平公共イメージ向上常任委員長、設営・猪子

副 SAA、杦本副幹事、特設スタジオ協力・愛知江南学

園でした。コロナ禍の中で新たなロータリー活動の一例

を示すことが出来たのではないかと思っております。 

さて、春高バレー誠信高校女子バレーボール部への

応援ありがとうございます。昨日はパブリックビューイン

グまで設営していただき感謝感激です。お陰様でベスト

１６に勝ち上がって、今日予定では１３時１０分からベス

ト８を懸けて試合することになっております。シード校と

の対戦で劣勢ではありますが私の今の心境をお察しい

ただければ幸いです。 

今日もよろしくお願いいたします。 
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ロータリー財団表彰 

 
 マルチプル・ポール・ハリスフェロー（＋２） 

                        古田 嘉且君 

                      

幹事報告   -別紙-       幹事  近藤 道麿君 

 

出席報告              委員  岩田 進市君 

会員数 出席者数 欠席者数   出席率 

４５名 ３３名  １２名 ８９.１９％ 

 

ニコボックス              委員  岩田 進市君                   

○新年明けましておめでとうございます。 

  コロナで大変な年ではありますが、本年もよろしく御

願い申し上げます。 

  年男さん、本日の卓話よろしく御願いします。 

加藤 義晴、富田 清孝、近藤 道麿、杦本 哲一 

各君 

〇長い間お世話になりました。 

稲波家ご遺族 

○SAA として、残り半年間も及ばずながら、汗をかくつ

もりです。 

  浅野さん、今日は大変お世話になりました。ありがと

うございました。 

                          倉知 正憲君 

○明けましておめでとうございます。 

  本日、卓話をさせて頂きます。 

                          杉浦 賢二君  

○あけましておめでとうございます。 

  年男、語らせていただきます。 

                          片平 博己君 

○クーポン事業へのご協力をいただき、ありがとうござ

います。 

  引き続き皆様のご利用と写真のご提供をお願いいた

します。 

                        濱島 聡一朗君 

○あけましておめでとうございます。 

  新春例会年男語る！丑年 

  杉浦 賢二君、片平 博己君 楽しみです。 

  伊藤 鶴𠮷、森 弘好、尾関 憲市、川崎 良一、 

古田 嘉且、冨永 典夫、堀尾 庄一、伊藤 靖祐、

沢田 昌久、岩田 静夫、長瀬 晴義、南村 朋幸、

波多野 智章、中村 耕司、木本 寛、岩田 進市、

早川 一三 各君 

 

    

卓 話 

「新春例会 年男語る！ ＝丑年＝」 

 
                        杉浦 賢二君 

 新年明けましておめでとうございます。今日は「年男

語る」というテーマで、正月最初の卓話なので私の誕生

歳であり今年の干支である丑年に因んだお話から始め

たいと思います。 

 私はこの江南ロータリークラブに入会させていただい

てから２回目の「年男語る」の番を迎えました。そこで１

回目の「年男語る」の時はどんな状況のもと、どんなお

話をしたかを振り返ってみたいと思います。 

  
 お手元にあるのが２００９年１月８日発行の会報のコ

ピーです。当時の会長は、今は退会されていますが鈴

木健治会長でした。右側を見ますと伊藤鶴𠮷君の金婚

式のお祝いの写真があります。ということは現在はダイ

ヤモンド婚を既に過ぎているということで次のプラチナ

婚（７０周年）を目指して頑張っていただきたいと思いま

す。 
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 その裏のページに卓話の内容が記載されています。

丑年生まれは当時４人いまして、発表方法は今と違っ

て４人が演壇に立ち順番に７，８分程度の割当時間し

かありません。今年は私と片平君の２人しかいません

ので１５分／人の割当で原稿を作るのがたいへんにな

ってきています。トップバッターは亡くなられた滝勝夫

君、２番目は当時江南短大の講師をされていた木彫家

の石川裕君（退会）、３番目は私、４番目は片平君に続

きます。この時滝君は「煙草を断ちます」と断言し、私は

「煙草を続けます」と断言したので会場の爆笑を誘った

ことを覚えています。後日談ですが滝君は煙草を復活

させました。私は信念にしたがって新煙草を待ち続けて

います。どちらが立派だと思われますか？ 

  

 次にこの年の１０月に犬山線高架事業の為に布袋駅

が解体されることになりました。この布袋駅は大正元年

に竣工され名鉄最古の現存駅舎として市民に親しまれ

ていました。この布袋駅の雄姿を後世に残そうというこ

とで「布袋駅フォトコンテスト」が実施されました。当時

私の工場は布袋駅の真裏に隣接していたので、これは

チャンスと思い応募したところ運よく「布袋駅舎の保存

を考える会 会長賞」を受賞することができました。今

日お配りした会報の隣にこの時の写真を添付します。 

 
  

 次に過去（１２年前）のお話から現在そして未来へ向

かいたいと思います。代表とされるのが私のウォーキ

ングの記録です。ちょうどこの年の翌年（２００９年）から

ウォーキングを始めました。先ず手始めは富士山一周

です。２０１０年９月から再来年（２０１２年）の１月まで１

年と４か月をかけて富士山の周囲１５６㎞を歩きまし

た。富士山を中心として半径２５㎞の円周上を歩いた計

算になります。 

  
  

 続いて同じ２０１２年の６月から旧東海道の五十三の

宿場を歩くいわゆる東海道五十三次ウォーキングの試

みです。京都三条大橋を出発してお江戸日本橋まで５

０６㎞を歩きました。基本的には土日を利用してます

が、その間足の故障やら３人の日程が 合わなかった

りして日本橋に到達するのに約４年かかってしまいまし

た。 

 
  

 それから１年休暇時間をもうけ翌年の６月から琵琶湖

一周ウォーキングを始めました。これは総歩行距離２１

５㎞になります。彦根を出発点として彦根に戻ってくる

まで２年と８か月かかっています。 

 
  

 さて次に何処を歩こうかと考えて思いついたのが京

都の寺社・旧跡巡りです。もともと京都には思い入れが

あり、ＮＨＫの「おとなの京都学」という講座に通ってい

ましたが、その時の資料を利用して行程を組みました。

推定ですが訪問先を１１８ヵ所とすると２２０㎞くらいは

歩くことになるとおもわれます。そして去年１０月から歩

き始めました。手始めは西本願寺―東本願寺―渉成

園―豊国神社―方広寺―六波羅蜜寺―日月庵―清

水寺―清閑寺―西行庵―雙林寺―長楽寺―祇園女
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御供養塔―八坂神社―東福寺です。これを完歩し次に

進もうと思ってた矢先、京都もコロナ禍の第３波に飲み

込まれ、現在決行するのを躊躇しております。あと何年

かかるかわかりませんが、必ず完歩いたします。これ

が私の直近の未来です。  

 

 
 

 

「新春例会 年男語る！ ＝丑年＝」 

 
                       片平 博己君 

あけましておめでとうございます。皆様方にはお健や

かにお正月を迎えられたことと拝察いたします。本年も

よろしくお願いします。 

この「年男語る」でスピーチされた方はたぶん皆さん、

「もう自分もこんな年になったか」と戸惑われたのでは

ないでしょうか。私も自分が還暦になったという事実に

軽いめまいを感じています。 

また、６０歳を迎えるだけでなく、生まれ育った神戸、

サラリーマン時代を過ごした大阪・名古屋で暮らした年

月よりも、この江南で暮らしている年月の方が長くなり

ました。これで本当に江南の人になったかなと思うとと

もに、縁もゆかりもなかったこの地で楽しく充実した日

々をすごせているのも皆様方のおかげと感謝しており

ます。 

これからの生き方として考えていますのは、もちろん

仕事もロータリーも続けていきますが、改めて「人・本・

旅」を大切にしていきたいと思います。たくさんの人と出

会い、たくさん本を読み、行きたいところへ気軽に行き

たいと思います。たぶんいろいろなことがきっかけとな

って、これまでとは違う世界が開けてくるのではないか

と楽しみにしています。 

さて、２０２１年は、十干十二支でいうところの辛丑で

す。 

「天」の気を示す「辛」は「痛みを伴いながらの革新」

「いったん過去をフラットにして新しい柱を立てる」という

意味があます。過去の「辛」の年には、２０１１年東日本

大震災、２００１年ＮＹ同時多発テロ、１９９１年ソ連解

体・東西冷戦終結、１９２１年原敬東京駅にて暗殺、１９

１１年辛亥革命などがあります。 

また、地の気を示す「丑」には、「なくなっていくもの、

生まれてくるものがはっきり分かれてくる」、また、「丑は

紐なり」と言われるように「いろいろなものを束ねる」あ

るいは「人を雁字搦めにしばる」という意味があります。

過去の丑年には、１９８５年ソ連ペレストロイカ断交（ゴ

ルバチョフによる「政治体制の立て直し」）、１９９７年戦

後最大の企業倒産（山一証券破綻。金融再編が進む）、

１９３７年盧溝橋事件（日中全面戦争の起点）、１８８９

年明治憲法発布、そして、私が生まれた１９６１年には

池田勇人首相による「所得倍増計画」がスタートして、

日本の所得を世界レベルに押し上げていくことになりま

した。 

こうした、「辛」と「丑」が重なった２０２１年は、「痛み

を伴う幕引きが起き、新しい動きがどんどん進む年」に

なります。その流れの中で私たちは、コロナ感染症によ

って辛い状態に縛られる中で、自らの意図（世界観）に

よって生みの苦しみとなるか、あるいは膿の苦しみにな

るかの１年を進んでいかなくてはならなくなります。圧

力と矛盾が噴出していく中、マスメディアに翻弄される

のではなく、感染拡大防止と経済対策の両立を図り新

たな時代への幕開けの年としたいものです。共に力を

合わせて前進して参りましょう。 

 

 

点 鐘                 会長 加藤 義晴君 

 

 

 

写真等がございましたら広報までお知らせ下さい 

(担当 三輪 慎一郎) 
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【親睦クーポン事業】 
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★クーポンの使用期限は 3月末までです。 

是非ご利用下さい。 

 

 

 

 

 

 

 


