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未来を見据え 

更に親睦を深め、皆でクラブを再活性化しよう 
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第２６７５回例会  

令和４年８月５日 

お祝い・会員スピーチ 

＜会長の時間＞ 
7/23財団セミナーがオンラインで行われました、基調講演では

タイトル「アジアのロータリー」として名古屋和合RC会長福田哲

三さんに卓話いただきました。 
カナダのトロント・エトビコRCにも在籍歴があり、そこで入会

まもなくして在籍会員に言われた言葉「君はロータリーには入るこ

とが目的だったのか」「ロータリーで出来ることを目的としている

のか」と問われたそうです。その会員は間髪入れず、「もし前者で

あればこのクラブにいる価値はない」と言い放ったそうです。福田

さんはそこから考えが180度変わったそうです。 
それから名古屋和合クラブに入会し、地区ではVTT委員長をは

じめ数々の役職を歴任され国際ロータリー本部で今年６月までネ

ットワーキング＆奉仕グループ委員会委員を務め、VTT委員長時

にはアジア各国に事業のお手伝いと献身的に活動されております、

又お互いに変人と呼び合うほどの関係辻パストガバナーが様々な

エピソードを交えたいわゆる卓越した辻節で講師紹介を楽しくお

話しされました。  
福田さんは発展途上の国にVTT 事業として医療研修等で指導

員を引き連れてアジアを訪問しています、様々な催しにも参加して

おり、国や地区によって違いがあるのだなと改めて実感されたそう

です、中でもマレーシアの会長エレクトセミナーでは研修自体は日

本同様厳かな雰囲気で進められましたが、研修終了後の懇親会では

それぞれの現クラブ会長も加わり、大変賑やかな演出もありの所謂、

大宴会で現・次期会長を称えあうシーンもあり大盛況のうちに終了

したとの事でした。 
またアジア各国の会員増強に関しては、前年度2021-22年度RI

会長にシェカール・メータ氏が選出されるなど会員増強活発なイン

ドは別としてインドネシアなど宗教上や島嶼部などの理由で苦労

しているようでした。とは言え先進国以外の国の会員増強は僅かに

ですが右肩上がりの状況であるようです。 
話は変わりますが福田さんは2022-23年度名古屋和合ロータリ

ークラブの会長で前年度4月27日に名古屋東山ロータリークラブ

と共に、それぞれ創立50周年と25周年記念の合同事業として

『One Asia One Rotary-キックオフコンサート』を開催しました。

ウクライナから避難民の方々も招待されました。 
 One Asia One Rotaryには、タイ（3350地区）、シンガポール（3310
地区）、フィリピン（3780地区）、インドネシア（3420地区）のガバ

ナー、ガバナーエレクト、パストガバナーたちから熱いメッセージ動画

が寄せられ、さらにウクライナ（2232地区）のロスタイスラヴ・ル

カーチ平和構築委員から被災者支援に対する感謝のメッセージ動画

が届きました 
2026年の愛知・名古屋アジア競技大会に向けてアジア各国のロ

ータリアンたちと奉仕事業等を通して交流を深めて行こう、という

決意が込められているそうです。 
我がクラブは今年度、財団事業を見合わせましたが素晴らしい仲

間を増やし、強固なフェローシップ構築し次期の下屋年度、次々年

度にIM、そして60周年を迎えます。我がクラブも常に財団補助

金事業、またはグローバル補助金を利用し大きなプロジェクトを実

行できることを心より望んでいます。そのために必要なのが増強と

親睦です！ぜひ会員の皆さんのご協力お願いいたします。 

尚、8/26の例会はオープン例会とします、我がクラブの活動及

び例会に少しでも興味を持っていただく事を目的とします。ご家族

の方は勿論、友人、仕事関係の方、どんなお知り合いの方でも結構

ですので例会参加を募ります。多数の参加をお待ちしております、

8/24の午前中までに連絡してください。 

 

＜幹事報告＞  

◎濃飛グループガバナー補佐、IM実行委員長、可児ロータリークラブより 

・濃飛グループインターシティミーティングのご案内 

日程 10月16日（日）点鐘 10：30武田邦彦氏講演 11：15 
懇親会 12：45終了15：00 

会場     シティホテル美濃加茂 

      ※ 半数以上登録のご協力をお願い申し上げます 

◎ガバナーより 

 ・夏季休暇のお知らせ 

   ガバナー事務所・地区大会事務所・地区事務所 夏季休暇  
                              8月12日（日）～16日（火） 
◎ガバナーエレクトより 
・夏季休暇のお知らせ 
  ガバナーエレクト事務所 夏季休暇 8月9日（火）～16日（火） 
＜受贈誌＞ 

美濃加茂ＲＣ（活動計画書）、ＲＩ日本事務局（会員増強・新 

ラブ結成推進月間リソースのご案内） 

 
 

 

 

＜本日のプログラム＞お祝い  

◎会員誕生日    → 

   垣内 秀文   ８．２７ 
◎夫人誕生日 

（当日、ご自宅へ花束をお届け） 
 古橋 直彦 直 子さん  ８．１６ 
 井口 大輔 由美子さん  ８．１４ 
◎結婚記念日    ナシ 

 

← ◎出席表彰 

     鴻野 幸泰      ６年 
 

◎在籍周年記念表彰   ナシ  

 ◎３ヶ月表彰 

 ・伊藤 松寿  ・大村 貴之 
 ・鴻野 幸泰  ・堺 和信 
 ・塚本 直人   

出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

２６名 － ２６名 ２６名 ７４．２９％ 

＜出席報告＞ 
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  会員スピーチ 

冨岡 恒重 

皆さんこんにちは。先月

当クラブに入会しました、

明治安田生命の宮岡恒重

と申します。先ずは松田さ

んのご紹介から当クラブ

の入会をみなさまにお認

めいただいたことに感鮒

を申しあげます。本臼のス

ピーチは生い立ちゃこれまでの仕寧など、私の自己紹介をさせてい

ただきます。拙い話かと存じますがどうぞご容赦ください。 

私は、昭和51年4月13日（下屋さんと同じ艇生日でございます）

生まれの46歳、妻と高1の娘・小6 の息子の二人の子どもがおりま

す。故郷は栃木県足利市という町です。山や川、自然豊かな普通の

田舎町ですが、少し地元自慢をさせていただきます。日本最古の大

学「足利学校」や、日本一の藤の花やライトアップで有名な「あし

かがフラワーパーク」などの観光地があります。もうひとつお伝え

したいのが観光名所ではないのですが 「渡良瀬橋」という橋につ

いてです。もう30年程前になりますが、歌手の森高千里さんがこの

橋をタイトルに曲を作ってくださり、足利の人間が聞けば故郷の情

景が思い出され、町を知らない方でも聞いているだけで少しセンチ

メンタルな気持ちになる名曲です。旅行で行かれる際には事前にお

聞きになってからお越しください。また将軍家「足利氏」由来の地

であり「関東の小京都」と呼ばれる町です。古い建物やお寺なども

多い町で、初めて高山に来たときに少し懐かしい気持ちになったの

は、どことなく故郷に近い雰囲気を感じたからだと思っています。 

高校までその地元で過ごしたのですが、勉学の記憶はあまりな

く、スポーツに一生懸命 取り組んでいた少年時代でした。年少か

らスイミング、小4から中学は野球、高校ではラグビーをやってい

ました。…要するにどれも続かなかったということですね（笑）。

大学ではフィットネスクラブのアルバイトに精をだしていました。

スイミングーコチを約2年、その後はダイエットアドパイザーとい

う名称で、今でいうライザップさんのような仕事をしていました。

実はラーメン＋牛丼漬けの不摂生で90kgもあった自分が、コーチに

なり65kgになったので、ひどい二段腹から割れた腹筋になった水着

写真を使い、「ビフォーアフター」さながらＰＲしていました（ダ

イエットの話は社会人になってからも女性受けが良いので、頻繁に

使わせてもらっています）。 

その後、現在の明治安田生命に入社しまして、東京品川から始ま

り、丸の内、島根県松江市、埼玉県春日部市、千葉県成田市、群馬

県大泉町、愛知県尾張旭市、本社（東京）、徳島県阿南市、東京都

八王子市、そして高山へと転勘を繰り返してまいりました。それぞ

れの土地で美味しいものを頂戴したり、地元の方と仲良くさせて

いただき楽しく仕事をしてまいりました。職務については割愛し

ますが、保険についてひとつ情報提供をさせていただきます。現

在第7波の流行で感染者が増えていますが、コロナ陽性と判明した

場合多くの方が自宅療養とお聞きします。現在保険会社では、入院

をされていなくても入院をされたのと同様にご契約されている入

院等の給付金をお支払いしています。当社でも短い療養期間であっ

ても100日間の入院とみなし、10日分の給付金が出るなど様々な対

応をしております。ご自身やお近くの方に何かあった場合、ご加入

の保険会社へ確認ください。 
 

また本社での仕事は、広告宣伝業務をさせてもらいＣＭ制作で女

優の江角マキコさん、相武紗季さん、小泉今日子さん等とご一緒し

たり、現在も活躍されている歌手の小田和正さんのコンサートツア

ー応援や、テレビＣＭ作りという「人がうらやむ」仕寧も経験させ

てもらいました。初めての経験ばかりで大変でしたがとても楽しい

時間でした。 
そして本社に転勤した半年後、2011年3月11日、東日本大震災が

起きました。 
地震から4ヶ月後宮城県石巻市へ約1ヶ月支援に行きました。避難

所から通う現地職員と一緒にお客さま宅を回り、保険手続きやご家

族と相談をする毎日を過ごしました。「人生が変わるような」とい

っても過言ではなく、本当に色々なことを学び、考える黄重な経験  
をさせてもらいました。保険金請求の話で訪問したところ、ご家族

から叱責を受けることがありました。「父さんは（母さんは）（息

子は）まだ生きている」と。今でも忘れられない言葉です。保険手

続きをして感謝されることもあれば、「保険の話なんかするな」と

お怒りになる行方不明の家族を待ち続けるお客さまもいらっしゃ

り、相手の気持ちを考える大切さ、離しさを痛感しました。今後も

他人の気持ちを考えながら業務を行ない、ロータリーにもつながる

奉仕の精神を培っていきたいと思っています。 
とりとめのない話で恐縮ですが、以上で自己紹介とさせていた

だきます。今後もロータリアンとしてのご指導をよろしくお願いい

たします。ご清聴ありがとうございました。 
 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●垣内 秀文さん、大村 貴之さん 

高山市キャリア教育を考える会出前講座の講師依頼案内を配らせ 
ていただきました。今年度も松倉中の生徒に皆さんの仕事や人生・ 
郷土愛など様々な想いをお話し下さい。生徒が自分の将来を考える 
大きな力になると思います。ご協力お願いします。本日は新会員 冨 
岡 恒重さんの卓話を楽しみにしています  
●挾土 貞吉さん 
我が娘夫婦と孫がデンバーより来ており楽しい日々を過ごしてい 
ます。コロナの終息願いニコニコへ。 
●古橋 直彦さん 
秋の高山祭の最初の神事である｢祭事始祭（まつりごとはじめさ 
い）｣が8月1日櫻山八幡宮本殿にて厳粛に執り行われました。10 
月9日～10日の例大祭には全ての神事が晴天の下つつがなく執り 
行われます事を願っています。 
●下屋 勝比古さん 
先週はノエミとのコラボが少し上手くいきませんでした。現在時差 
ボケ中で辛いです。毎日パスタ漬けのため体重増を指摘されまし

た。チョコをどうぞ！  
●岡田 贊三さん､内田 幸洋さん､斎藤 章さん､米澤 久二さん､ 
田中 武さん､堺 和信さん､鴻野 幸泰さん､田邊 淳さん､ 
松田 康弘さん､中島 一成さん､堀 幸一郎さん､冨岡 恒重さん 

『社会のために人のために』 自分はここにいるのだよ 

大声をあげるよりも 人のため 自分にできることを 

考え実践する方が 楽しい！！  
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