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大澤竜一さん

前例会の記録・第 2498 回 4 月 10 日（火）12：30
「新会員スピーチ」 塚原清文さん
「次年度事業計画」 次期幹事 林昇さん
◆開会点鐘
◆「我らの生業」斉唱
◆会長挨拶
皆さんこんにちは。本日の卓話の
方を紹介させて頂きます。新会員ス
ピーチで、塚原清文さんです。時間
はタップリ有りますので、後ほど、
宜しくお願いします。もうひとかた、
次年度活動計画という事で次年度
幹事の林昇さんにお願いします。さ
て、大変皆さんが心配されていた、加藤会長エレクト
ですが、エレクトから皆さんにメッセージを頂いてい
ますので、代読させて頂きます。
関ロータリークラブメンバー様
この度は後藤会長はじめ会員の皆様方には大変ご
迷惑、並びにご心配をおかけしました事に深くお詫び
申し上げます。事は３月１５日夜某例会会場でスピーチ
終了後、意識を無くし倒れたそうです。その折、会場に
いて応急処置をしてくださった堀部さんをはじめとす
る多くの方々の迅速かつ適切な処置のおかげで、一命
を取り留める事が出来ました。その後の治療でブルガ
タ症候群と判断されました。ブルガタ症候群とは、心筋
梗塞、狭心症、心不全等の所見が認められないのに心
室細動を生じる疾患らしく、私にとっても自覚も無く突
然の出来事でした。現在は岐阜のハートセンターにて、
体内植込み型除細動機（ＩＣＤ）を３月２８日に埋め込み、
４月３日の夜退院する事が出来、少しずつ会社に行き仕
事をはじめています。しばらくは激しい運動や車の運
転などが出来ませんが、もう少しだけ休養させていた
だきロータリークラブの例会にも出席させていただき
ます。次年度には体調を万全にして務めあげたいと思
っています。現三役の皆様並びにメンバーの皆様方に
は更にご迷惑をおかけしますが宜しくお願いします。

とメセージを頂きました、見た感じでは、色も白く
なり、エライ良い男に変身していました。ゆっくりと
療養して、復帰してほしいと思います。
さて、「忖度」は日常社会でもある話をさせて頂き
ます。忖度という言葉が、流行語大賞に選ばれる程、
森、加計事件をきっかけに広まりました。忖度とは『他
人の気持ちをおしはかること』という意味ですが、難
しく考えないで、日常を見ると、私が、少しでも、妻
が楽になると思い、勝手に家事をやってやったりしま
す。これも忖度です。組織内でもそうです。この仕事
で成果を出したら上司が喜ぶと思ってやれば忖度で
す。つまり誰かのために黙って何かをやってやること
こそが忖度です。しかし、今話題になっている忖度と
は、ルールを破って成果を出して○○さんのためにや
ることです。会社内でも、上司や、社長に喜んでもら
うため、データをねつ造したり、偽装などをして良い
報告をすればルール破りとなります。昔から組織内に
おいても、指示をしないと仕事をしない人は、良い評
価を受けません。組織の方針や、上司の考えを察して、
指示されなくても、仕事で実績を残し、結果を出す人
が評価されますし、そういう人が、多くないと会社は
伸びません。逆に指示をしないと動かない人ばかりで
は、組織の先行きは見えません。社員に対し、いちい
ち指示を出して、仕事を与えるという会社は、ほとん
どないと思います。そして責任を取るのが上長であり、
組織全体でいえばトップをはじめとする経営陣です。
私は、この忖度という言葉が流行って、忖度は悪いよ
うな風潮が見られるのはおかしいと思っています。忖
度＝悪ではなく、いい意味での忖度は企業内でも家庭
内でも、どんどんやるべきだと思いますし、私もどん
どんやっていきたいと思います。
◆委員会報告
◎出席委員会
委員 山田一成
会員 49 名中
20 名出席
出席率 41.67％
◎ニコボックス委員会
委員 木村聡
会長・副会長・幹事の皆さん・・・先日の 3 クラブ合

同花見例会におきましてはたくさんの参加、ありがと
うございました。本日は新会員スピーチを塚原清文さ
ん、次年度の活動計画を次期幹事、林昇さん、よろし
くお願いします。
林昇さん・・・次年度の PR の場をいただきありが
とうございます。加藤会長エレクトに代わり PR をさ
せていただきますのでよろしくお願いします。
塚原清文さん・・
・忘れたころの新会員スピーチで、
緊張していますが、温かい目で見守ってください。
酒井、土屋、西本、福田、山田、奥村の皆さん・・・
新会員スピーチの塚原さん、思いのままにお話し下さ
い。
土屋佳久さん・・・先日のゴルフ会で優勝させてい
ただきました。今年も「取切り戦」で勝って 2 連覇目
指します。私と妻の誕生日にバースデーカードをいた
だきありがとうございました。(3 ポイント)
古田貴巳さん・・・バースデーカードを有難うござ
いました。
◆「新会員スピーチ」塚原清文さん
こんにちは。皆さん、もう
新入会員のスピーチは終わ
ったと思っていませんでし
たか？実は、まだ私が残って
おりました。やっぱり人前で
話をするのは緊張するので、
このままスルー出来るかな
と思っていましたが、そうは
いかなかったので、覚悟を決
めて自己紹介と、私の思い等
をお話ししたいと思います。
私は昭和 53 年 4 月 28 日に次男坊として生まれまれま
した。清い心を持ち、頭のいい子になるようにと願い
を込めて、清文という名前を頂きました。父、母の願
いを裏切っていないか心配です。と、今は思えるよう
になりましたが、昔は違っていました。
まずは幼少期、
目を離すとすぐに何処かに行ってしまい怪我をして
帰ってくる、首輪とリードを着けておきたくなる子だ
ったそうです。そして、少年期、宿題はやらない夏休
みは決まって最後に母に凄く怒られながらやった思
い出が未だにあります。しかし、高学年になると、応
援団長、児童会長をやり、この頃は父も母も喜んでく
れたと思います。しかし、中学生、思春期なると一変
2 年生からどんどんおかしなことになって行きまし
た。ここの部分は、恥ずかしくて皆様にはお話しでき
ませんので省略させて頂きます。中学卒業後、鉄筋工
の仕事につきました。バイクが欲しかったので、仕事
は真面目に勤めて 18 歳の頃には小さな現場なら任せ
てもらえるようになれました。そんな責任ある仕事を
させてもらえるようになり、僕の中で何かが変わって
きたのを今も覚えています。このままではダメだ！ど
うしたらいい！と。意を決して、18 歳の時住み込み
で仕事を探して東京に行きました。この時も父、母に
は相談せず勝手に・・・やはり首輪とリードが必要で
した。でも、とても良い経験をしてこられたと思って

います。ディズニーシーやお台場の観覧車等、大きな
現場に携われ、仕事だけではなく生活面でも近くに頼
れる人がいないので、食事、洗濯、お金の面も、仲間
友達、両親家族の大切さを実感して学べました。そし
て青年期 23 歳で愛する岐阜県関市に帰って参りまし
た。24 歳の時、高校に行こうと思い受験！この時、
父が「自分も高校に行っていないから一緒に行きたい」
と言い出し、以前の私でしたら、「恥ずかしいから嫌
だ」と言っていたでしょうが、「いいよ！」と、一緒
に入学し、そして一緒に卒業出来ました。期末テスト
や中間テストの時、父の手が緊張でものすごく震えて
いたのを憶えています。
高校を卒業してここからが私
にとって、本当の意味で社会人だと思いました。何を
しよう？新しいことを始めるより、やはり経験を生か
そうと考えて、土木業につきました。土木は幅が広く
出来るようになれば自分がいろんな職人さんをまと
めることができるようになると考え、30 歳には独立
しようと設定をして仕事を始めました。しかし、この
時、会社に勤めるのではなく一人親方のもとで早く腕
を磨こうと仕事を学んだので、管理的なことや、事務
的なことは何も学んでいなかったので今とても苦労
しています。そして、29 歳いよいよ準備です。母に
も次男坊なので早く出ていきなさいと背中を押され、
両親の協力のもとに今の東田原の土地を購入しまし
た。汚い小さな小屋のような家でしたが、土地が広か
ったのでスタートにはちょうど良かったです。しかし、
ここに来て、大きな誤算が起きていました。一人親方
として 30 歳独立してみると、なんと世間はリーマン
ショックで仕事がありません！ここで助けになった
のが、仲間、友達、先輩達です。みんなで、仕事を紹
介しあい、協力しあって現場をこなし、のりきること
が出来ました。まだまだ小さな会社ですが、家族や仲
間たちのおかげで今があります。まだ、いろんな人達
に助けてもらわないといけない私ですが、私も仲間た
ちの力になれるように頑張っていこうと思っていま
す。自分は一人ではない、沢山の仲間たちのおかげで
自分がある。そんなことを最近よく思うようになりま
した。ここ、ロータリークラブでも、凄い先輩方ばか
りですので、色々なことを学ばせてもらい仲間にして
もらいたいと思います。よろしくお願いします。
◆「次年度活動計画」次期幹事 林昇さん
今回、次年度のＰＲ
の場として時間を作
って頂きありがとう
ございます。本来なら
加藤会長エレクトが
ここで話をする予定
でしたが、もうしばら
くお休みいたします
ので私の方から次年
度の事業ＰＲをさせ
て頂きます。まず、親
睦委員会は、7 月に納涼例会、12 月に家族例会 2 月に
親睦旅行を東京、豊洲で予定しております。ご存じの

方もお見えになると思いますが親睦委員長の西田先
生はご家庭の事情から「しばらくお休みを下さい。」
との申し出がありました。そこで、加藤会長エレクト
から、西田先生のいいタイミングで復帰して頂きたい
と伝えた処「ぜひお願いします。
」との言葉を頂きま
したので、先生が復帰されるまでの間は古田副委員長、
掛布副委員長で計画を続行していくつもりですので、
古田副委員長、掛布副委員長よろしくお願いします。
古田副委員長におかれましては、東京親睦旅行 2 度目
ですので前回の親睦旅行以上の設営を加藤会長エレ
クトも期待しております。そしてメンバーの皆さんも
ちろんご家族のご参加お待ちしております。続いて、
新世代委員会は高木守道杯を従来どおりお願いした
いと思います。委員長の常川さんをはじめ髙木副委員
長、猿渡副委員長よろしくお願いします。猿渡副委員
長には次年度の経験を踏まえ次々年度の２０回の節
目となる高木守道杯を盛り上げてくれると期待をし
ております。社会奉仕・環境保全委員会は新世代委員
会で行っていたタグラクビーと新規のホタル育成事
業を計画しております。
タグラクビーは従来どおりで
す。蛍育成事業は具体的に言いますと、通年の事業の
清掃作業を文化会館西側関川周辺の美化活動を予定
しております。合わせて、関川蛍橋の歩道植え込みに
蛍育成の啓発看板設置を計画しており、蛍育成の勉強
会を関ホタルの会の協力のもと、開催する予定です。
来週の卓話は関ホタルの会代表の平田さんにお願い
をしてありますので是非この機会に次年度の蛍育成
の足掛かりになればと考えております。事業費につい
ては地区補助金を本年 1 月末に申請しており 10 月に
は啓発看板設置が出来ると思いますので、
その際には
ご協力お願いします。国際奉仕委員会は、当クラブの
国際交流のエキスパートの大澤委員長と臼田副委員
長を迎え、前年度に引き続きベトナム交流事業を予定
しております。昨年、加藤会長エレクトが現地に赴き
現地の方のニーズを感じ、それに応えたいと思いパソ
コンを寄贈する事にいたしました。
事業費は地区世界
社会奉仕補助金（ＷＣＳ）を予定しております。申請
時期は、
7 月上旬資料配布 8 月上旬申請締め切りです。
交付予定は 9 月末予定です。ベトナム渡航は 11 月を
予定しておりますので、
委員会メンバーだけでなく多
くのメンバーに参加して頂きたいと思っております
のでよろしくお願いします。災害・医療・街づくりを
考える市民トリアージ勉強会を企画したいと思いま
す。市民トリアージとは、災害時の直後では、けが人
が出ても市内には救急車の数に限りがあり、自分たち
でけが人を運ばなければなりませんし、医療施設にも
限界があり機能しないかもしれません。圧倒的に少な
い医療資源を有効に使う為に、救護所でトリアージ
（けが人の選別）が行われます。救護所も地域の住民
の皆さんの理解や協力がなければ運営は困難です。そ
の為に、救護所をどのように立ち上げ、運営するか？
訓練をどう行うか？医師や薬剤師の先生方にどう参
加してもらうか？それらをメンバーの皆さんでいっ
しょに考えていきたいと思っています。そして、心肺

蘇生ＡＥＤ講習を企画したいと思います。ＡＥＤを辞
書で引くと日本語名は自動体外式除細動器。心臓が細
かくけいれんし、血液を送れなくなる重い不整脈「心
室細動」の患者に電気ショックを与えて救命する装置。
使用法は簡単で、音声ガイダンスに沿って操作をする。
電極パッドを、心臓や呼吸が停止して意識を失った人
の右胸上部と左胸下部に貼り付けると、AED が心臓の
リズムを自動解析する。電気ショックが必要な状態と
解析した場合は、機器が自動で放電の準備をするので、
充電が完了したら処置の指示に従ってショックボタ
ンを押し、除細動を行う。医学的知識がなくても使用
できるが、より確実迅速に行うため、講習を受けてお
くことが望ましい。との事です。加藤会長エレクトの
命を救った心肺蘇生とＡＥＤ講習を行い、できればＲ
Ｃ事務局に設置して事業の際にはＡＥＤを持参でき
るようにしたいと思いますが、高額で維持費も必要で
すので購入に向けて、ご協力お願いします。加藤会長
エレクトに代わり事業ＰＲさせて頂きましたが本人
は復帰に向け自信満々でございますが、いろんな方面
からご心配を頂いているのも事実です。会長職続行は
本人とご家族に任せるしかなく、わたしと大岩副会長
は加藤会長エレクトの帰りをただ待つのみですので、
今後も会長不在の場合が考えられますが、何とか副会
長と協力して加藤会長エレクトを支えて行きたいと
思いますのでご理解ご協力お願いします。つたない説
明でお聞き苦しい点もあったと思いますが、これで私
からの次年度事業ＰＲとさせて頂きます。ありがとう
ございました。
◆4 月のゴルフ会
日時：4 月 4 日（水） 場所：岐阜稲口ゴルフ倶楽部
優勝：土屋佳久
準優勝：伊佐治啓司

◆幹事報告
◎例会変更と休会通知
・各務原中央 RC
次例会のご案内
5 月 8 日（火） 12：30
「中小企業の生き残り戦略としての M＆A」
株式会社タクト経済研究所 次長 水野由也様
担当：国際奉仕委員会
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

例 会：毎週火曜日 12：30
例会場：岐 阜 県 関 市 本 町 6-20 大 垣 共 立 銀 行 関 支 店2F
事務局：岐阜県関市平和通 7-10-25 アメリア

