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２０２２年 （令和４年）６月９日 (木 )  晴れ  第２７２８回 （当年度第２４回）例会  
 
            

点 鐘                 会長  長瀬 晴義君 

国歌斉唱                      「君が代」 

司 会                 ＳＡＡ  堀尾 庄一君 

ロータリーソング斉唱            「奉仕の理想」 

四つのテスト唱和               山﨑 博征君 

－ 言行はこれに照らしてから － 

１．真実かどうか 

２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めるか 

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 

 
米山奨学生  タンヤピシット シタン君 

ようこそ江南ロータリークラブへ！ 

本日は、とっても素敵なタイの民族衣装にて参加して

頂きました。 

 
オブザーバー  田中 健様 

ようこそ江南ロータリークラブへ！ 

 

 

会長挨拶 

 
会長 長瀬 晴義君 

去る、５月３０日の新会員歓迎会には、多くのメンバ

ーにも参加していただきましたこと厚くお礼申し上げま

す。  

また、企画してもこのコロナ渦でなかなか開催するこ

との出来なかった、ザ・コンダーハウスでの企画をして

いただきました木本委員長にも厚くお礼申し上げます。  

さて、６月に入り、私の年度もあと１ヶ月を切りまし

た。  
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本日の例会、例会後には最後となる第１２回現次合

同理事会、１２日にはマスターズ会の開催、１６日、２３

日の例会、そして６月最後の３０日には夜間例会・最終

例会を残すのみとなりました。  

本日の例会は新会員によるイニシエーションスピーチ

となっております。最後まで気を引き締め、また楽しんで

務めあげたいと思っておりますので、本日もよろしくお願

いいたします。  

 

 

米山奨学金授与 

 
米山奨学生  タンヤピシット シタン君 

 

 

幹事報告   -別紙-        幹事  永田 広光君 

 

出席報告               委員  佐藤 弘夫君 

会員数 出席者数 欠席者数  出席率 

４７名 ３５名   １２名 ８１．４％ 

 

ニコボックス               委員  佐藤 弘夫君          

○本日の卓話は、新会員のイニシエーションスピーチで

す。田岡さん、山﨑さん、横山さん、楽しみにしており

ます。 

長瀬 晴義、猪子 明、永田 広光、濱島 聡一朗 

各君 

○卓話をさせていただきます。よろしくお願いします。                          

田岡 剛君 

○イニシエーションスピーチ楽しみにしています。 

 田中 健さん、ようこそ江南ロータリークラブへ！ 

伊藤 鶴𠮷、倉知 正憲、松岡 一成、庄田 元久、

冨永 典夫、杉浦 賢二、沢田 昌久、片平 博己、

南村 朋幸、富田 清孝、岩田 進市  各君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓 話 

「イニシエーションスピーチ」 

 
田岡 剛君 

皆様、こんにちは。  

昨年１０月に入会をさせていただきました、田岡 剛

です。よろしくお願いいたします。  

今回卓話のお話を伺ってから考えておりましたが、

不思議なものだなと感じました。  

犬山でＪＣに在籍していたころから、「卒業したらロー

タリーに入るのだぞ！」理事長を務めたのだから当然

だろ！のように言われていたせいか、ロータリー関係を

避けていました。ＪＣはなかなか良い練習をさせてくれ

まして、取って良い（時期）の電話と取って悪い（時期）

の電話を教えてくれました。その成果もありのらりくらり

と避けてきましたが、昨年南村さんからの電話をいただ

いた時は素直にお会いする約束をしていました。犬山

生まれの犬山育ちですが、どこか犬山とは合っていな

かったのかと自分でも思われます。元々犬山には「五

郎丸の境界線」があり、五郎丸から北が犬山で南は他

所。と言われ続け、私たち南の住民も北のことには興

味を示さない土地でもあります。そのような理由からで

はありませんが、今後皆様と共に頑張らせていただけ

たらと思い、江南ロータリークラブに入会しました。  

私自身団体に入るのが嫌いなわけではなく、以前か

ら地元コミュニティや市民会議等々にも参加させてただ

いております。ただ青経塾等にも参加させていただきま

したが、思想誘導が濃いところは無理が出てきますの

で辞めさせていただきました。  

モノを見ずに善し悪しの判断はしないようにするため

か、いろいろなもの（こと）に手を出してきました。考えて

みると幼いころからの父親の影響かと思われます。  

父親は自分は見て覚えてきた人だからお前もやれみ

たいな職人です。お陰で中学生のころから感電を経験

したり、免許取りたての高校生のころから一人で運転さ

せられたりと、今思い出しても無茶をさせる人だなと思

います。しかし今の仕事の分野や取引先に対しても、

その無茶ぶりで行かされて勉強しながら繋げてこれる

動きができる人間には育ててくれたとは感謝していま

す。  

今までを振り返ってみるとＪＣに長く在籍していたせ

いか、ＪＣの出来事が多く思い出されてしまいます。今

回このように江南ロータリークラブに入会した理由にも

なりますが、いま私の子供の介護にも繋がるかもという
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思いもあります。重度な四肢麻痺のため常に介助者が

いないと生活ができないのが現状です。その息子も今

年から中学生になり私自身がお風呂を抱えて入れてい

ます。できるだけ私の体力が続く限りお風呂に一緒に

入りたいのですが、限界がすぐ迎えるでしょう。そのた

めにも今までは地元のＪＣなどの団体。そしてさらに視

野を広げた団体に参加させていただくことで、自分自身

の視野も広げていきたいと思っております。  

地元及びその周辺地域が豊かになり、そのおかげで

自分自身にもゆとりが生まれ、私の後の息子にも豊か

な生活が送れるように今後活動をしていきたいと思って

おります。  

今後ともよろしくお願いいたします。  

 

 

 
山﨑 博征君 

２０２２年４月に江南ロータリークラブに、入会させて

いただきました。山﨑博征（ひろゆき）と申します。よろ

しくお願いします。  

イニシエーションスピーチという事で、私自身を知っ

ていただくため私の生い立ちから人生観をお話させて

いただきたいと思います。  

私は、生まれも育ちも江南市ですが、父が高知県の

四万十川中流にある現在の四万十市出身、母は鹿児

島県の大隅半島南にある現在の錦江町出身で、高知

と鹿児島の血を受け産まれました。高知と鹿児島の県

民性は「大酒飲み」らしいです。実は私、高校生になる

までお酒が飲めない人間がいる事を知りませんでした。   

そのような両親に育ててもらいましたので、周りの大人

も「大酒飲み」ばかりだったと今ではそう思います。  

産まれてから中学２年生までは、江南団地で育ち母

は居酒屋を営んでおりましたので、母方の祖母に育て

てもらいました。よく、「その様な環境でよくグレなかった

ね。」と言われる事が多いのですが、私の周りの友達

はほとんどグレておりました。その様な中、私は小学校

１年から始めた野球に熱中しており、本気で将来はプ

ロ野球選手になると思っていましたので、グレることなく

白球を追いかける学生生活を送ってきました。大学４年

生まで野球を続けドラフト会議に呼ばれる事がなかっ

たので、その時にプロ野球選手になる夢を諦めました。 

今思い返せば、理不尽に対する忍耐力や最後まで諦

めない精神力は野球と通じて学ぶことができたと思い

ます。  

夢を諦めた私は、特に何か目指すものもなく、やりた

いこともなかったので子供のころからずっと背中を見て

きた父と同じ仕事をしてみようと考え、今の建設業界に

入りました。父の勧めで入社した会社では、現場監督と

現場作業員を兼務しながら働き、１年目の２３歳で結婚

し２５歳で子供を授かり、２７歳で離婚しました。バツイ

チです。離婚後は荒れた生活を送り、毎晩飲み歩き女

に現を抜かし、どうしょうもない人生を送っていたと思い

ます。そして２８歳になったばかりの時に人生を大きく

変える出会いがありました。それが「江南市民花火大

会」です。毎晩飲み歩きどうしようもない生活をしていた

私に、母が「花火見に行こう。他とは違ういい花火大会

だから」と誘ってくれたのです。その時は断ったのです

が、その日は飲みに行くお金も底をつき、暇つぶしのつ

もりで遅れて花火を見に行きました。結果、音楽に合わ

せて打ちあがる花火に涙し、その涙と共にいろんな感

情が流れていきました。「誰かのために役に立ちたい。

誰かに感謝してもらえる人生にしたい。」そう思ったの

です。それからの行動は早かったと思います。勤めて

いた会社に辞表を出し、父と一緒に仕事をすることを決

め、自らの手で主催していた江南青年会議所に入会し

ました。  

それから１２年、悔しいことも悲しいことも、辛いことも

沢山ありましたが、多くの素敵な出会いと、全く知らな

かったことや興味なかったことを学ばせていただき、思

い描いていることを形にする原体験もさせていただきま

した。４０歳になったいま、地に足をつけ、今以上に「誰

かの役に立ちたい、喜んでもらいたい」と思い、仕事・

家庭に次ぐ第３のステージとしてロータリークラブを選

択しました。不束者物ではありますが、どうぞよろしくお

願いいたします。  

 

 

横山 史明君 

先の４月に入会をさせていただきました横山史明で

す。  

この度は私の入会に際しまして、先輩の皆様方にお

かれましては温かく迎え入れていただき誠にありがとう

ございました。  

 私は２３歳のときに生まれ育った宮田において学習塾

を開きました。  

当時は社会人経験もなかったことから大変苦労をし

ましたが、若さと勢いで何とか成長をしていくことができ、

２７歳のころには北名古屋市と小牧市にも新校舎を開

校するなど３校舎まで成長をしていました。しかし、やは

り経験の少なさと自身の未熟さから経営というものに行

き詰まりを感じ、このままでは先はないと思って暖簾分

けという形で江南市のみに縮小をしました。当時は自分

を成長させようと多種多様なセミナーや勉強会に参加を

していましたが、知識は増えどもそれを実行する能力や

人間力が遠く及ばず、中々、自分が納得いく形へともっ

ていくことができませんでした。そのような折に山﨑君か

ら度々お誘いを受けていた江南青年会議所に幸運が重

なって入会をさせていただきました。その青年会議所で

は多くの仲間と時を共にし、切磋琢磨し合い、また、先
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輩諸兄からの温かいご指導をいただいたことで、かつて

自分に足りなかった能力や人間力を少しずつ成長させ

ていただくことが出来ました。４０歳までという青年会議

所活動の終わりが見えてきた頃、青年会議所で学んだ

ことや培った人脈、そして学習塾で作り上げてきた自分

だけが持っているノウハウを掛け合わせることで障害福

祉という新しいステージで社会に貢献できると確信し、

仲間と共に一昨年に障がい者グループホームを開所、

そして昨年末には新たに障がい者の方たちが社会参画

できるよう支援するための就労継続支援事業所の開所

に至りました。今は小規模ばかりではありますが学習塾

と合わせて二足三足の草鞋を履いている形となります。  

しかし、すべてに共通するのは「前に進みたいのにどう

していいかわからず困っている人の背中を押す」という

ことを自分自身の人生理念の軸とし、また強みでもある

として、これからは江南市を中心としながら各所にて地

域や社会に貢献できるよう勤しんでまいりたいと思って

おります。とは言いましても、まだまだ知識も能力も人間

力も至らぬ点ばかりの私ですので、この歴史と伝統ある

江南ロータリークラブにおいて先輩の皆さまから学ばせ

ていただきながら、その道を歩んでまいりたいと思う次

第です。先輩の皆さまにおかれましてはこれからご迷惑

をお掛けすることもあるかと思いますが、どうぞよろしく

お願い申し上げます。  

 

 

点 鐘                  会長 長瀬 晴義君 

 

本日の食事 

 
 

マスターズ会が開催されました 

 

６月１２日（日）、富士カントリー可児クラブ美濃ゴルフ

場で、 第６１回（本年度第１回）マスターズ会が開催さ

れました。前日までの雨もあがり、ベストコンディション

の中、１５名が気持ち良く汗を流しました。 

優勝は、初参戦の佐藤弘夫君、ベスグロも同じく佐

藤弘夫君（スコア９０）と、完全勝利でした。おめでとうご

ざいます。 

また、昨年ホールインワンを達成した岩田静夫君の

特別賞がかかる西８番ホールで、森弘好君がホールイ

ンワンを達成するというドラマもありました！！ 

森弘好君、おめでとうございます！！ 

 

 
岩田静夫君のホールインワン記念の記念品、大相撲

名古屋場所チケットは、永井君がゲットされました。 

 
 

ゴルフ終了後は、酒癒処 あかりにて祝勝会です。 

 
 

 

写真等がございましたら会報までお知らせください 

（担当 三輪慎一郎） 


