
                                                               

本日の例会（第１７６０回）     １２／９（土） 
◆家族忘年会を行います。 

時間：午後 5 時 00分～ 受付 

   午後 5 時 30分  開始 

場所：ウェスティンナゴヤキャッスル 2階 青雲の間 

次回の例会（第１７６１回）    １２／１３（水） 
◆ゆったり例会を行います。 

第１７５９回例会記録    １１／２９（水）曇 
◆司   会 香田 研二君 

◆斉   唱 RS・我らの生業 

◆ゲスト紹介 名古屋市北図書館 名古屋市楠図書館 館長  

                    深澤 淳一郎様 

       名古屋市鶴舞中央図書館 整理課長  

                     大沢 純子様 

出 席 報 告 

会 員 数  ３５名  前々回訂正  175７回例会 

欠席会員数  6名  欠 席 会 員  ６名中 

出席会員数  29名  MAKE UP  3名 

出 席 率  82.86％  出席率訂正  90.00％ 

 会  長  挨  拶 
会長 加藤 あつこ 

皆さま、こんにちは。会長あいさ

つを申し上げます。師走が目前に

迫り、一年の感謝の挨拶を交わす

ことが増えてきました。そもそも

挨拶とは“心を開いて（挨）、相

手に迫る（拶）”という意味があ

るそうです。 

心が現れやすい挨拶として、よく話題に出されるのが「二言（にげん）

挨拶」です。これは「こんにちは」の後に「今日はいい天気ですね」な

どと“もう一言”の挨拶を付け加えるのものなんだそう。一言付け加え

ることで、挨拶を双方向のコミュニケーションにしやすい効果かあるの

だとか。普段の挨拶を、ただの挨拶に終わらせないような相手と心を通

わせようとする意識を心がけたいものです。 

さて 本日は、北図書館、楠図書館館長の深澤 淳一郎様 そして 鶴

舞図書館 整理課長 大沢 純子様に お越しいただきました。 

深澤さま、大沢様には、お忙しい中 ご来訪 賜りまして 誠に あり

がとうございます。 

会員一同 心より 歓迎申し上げます。後ほど 北図書館・楠図書館へ

の図書寄贈の、寄贈式を行います。どうぞ ごゆっくり おくつろぎ く

ださいませ。 

また 今日は 香田 研二さんが お久しぶりに ご出席です。お顔が

拝見できてたいへん 嬉しいです。お身体 無理の無いようおだいじに

なさってください。 

 本日は、NHKの朝の連続ドラマ「わろてんか」の主人公「吉本せい」

さんのお話をします。吉本興業の創立者「吉本せい」は、1889 年 12

月 5日、兵庫県明石市で 12人兄弟の 3女として生まれました。尋常高

等小学校 4年を終えると、船場に奉公に出されます。20歳の時、荒物

問屋に嫁ぎます。その頃は日露戦争のバブルが弾け、日本は不景気。嫁

ぎ先の「箸吉」も傾いていました。ところが、主人の吉兵衛は商売そっ

ちのけで、好きな芸能三昧で遊んでばかり。1912年、吉兵衛の芸能好

きが縁で天満の第二文芸館を買い取り、興業を始めます。これが吉本興

業の起こりです。翌 1913 年に吉本興業部を設立します。 

蒸し暑い夏でも、寄席の入場料収入のために客席はぎゅうぎゅう詰め。

汗を拭きながら外に出るお客さんを見て、物販を思いつき、「冷やし飴」

を売り出します。また、興業主にもかかわらず、客席の整理、お客様の

履物の磨き、芸人の支度を手伝い、小さな事にも気配りをします。芸人

たちはその気遣いに感心し、より良い芸を見せることで恩返ししようと

したそうです。1924 年吉兵衛が亡くなり、せいは実弟の林正之助と弘

高を呼び寄せ仕事を手伝わせました。時は大正から昭和になろうという

頃、新しいお笑いを模索していたころ、正之助が「万歳」に目をつけま

す。2人組で鼓を手に、歌舞伎のパロディーや小咄を演じるものでした。

この万歳を変えたのがエンタツ、アチャコ。和装をやめ、スーツで高座

では、君、僕と呼び合う。観客に受けはじめると、落語から転向する者

も出てきました。古くさいのと違って、あのインテリ万歳がおもしろい

と、次第に人気を博します。そして 吉本興業の主力が落語から万歳に

切り替わり、名前も万歳から「漫才」誕生へとなっていきました。最期

は天通閣をも買収した。吉本せいは、1950年 3月 14日、60歳で亡

くなりました。お客様への、また 従業員への 思いやり。女性ならで

はの気配り、目配り、心配りの積み重ねでしょうか？ 見習いたいもので

す。今や 日本一の「吉本」です。 

 11月 29日 今日は何の日 

1890 年：第 1回 帝国会議が開かれる。 

1924 年：「第九」の全曲 日本初演 

1934 年：わが国 初のアメリカン・フットボール試合開催 

全日本学生 対 横浜在住外国人 

1980 年：第 1回 世界女子柔道選手権 開催 

2017-18年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 

愛 

～親睦・奉仕を通じて、     
ロータリーを楽しもう～ 

 

ロータリークラブ 

W e e k l y  R e p o r t
２０１７～２０１８年度 Ｎｏ．２２ 

例会日：毎週水曜日 １２：３０～１３：３０ 創立：昭和５６年３月４日 

例会場：ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 中区錦三丁目 15-30 （052）953-5111 

事務局：名古屋市中区錦三丁目 15-30 ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 560号室 

   （052）961-2399（直通） （052）953-5111 FAX（052）961-2391 

   E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp 

会 長：加藤 あつこ 幹 事：杉浦 定文 会報委員長：足立 陽一郎 題 字：遠藤 友彦 



 

幹 事 報 告 
１．去る 11月 18日(土)・19日(日)の地区大会ご参加の皆様、大変お

疲れ様でした。 

２．11 月支払いのロータリー財団への寄付の送金の締め切りは 11 月

24 日（金）までとなっております。まだの方は早急によろしくお願い

致します。 

３．12 月 9 日（土）の家族忘年会について、ご参加の方へ人数分の請

求書を同封させていただきました。12 月 8 日（金）までにお振込下さ

いますようお願い申し上げます。尚、人数等のご変更は 12 月 6 日(水)

までに事務局へご連絡下さい。 

委 員 会 報 告 

・2017-18 年度下半期当番表の配布について 

・家族忘年会当日のご連絡 

（会場設営委員長  岩田  滿治） 

 

 

名古屋市北図書館 名古屋市楠図書館へ図書を寄贈 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話 
地区委員報告 

    国際ロータリー第 2760 地区職業奉仕委員会 

                 委員 香田 研二君 

 

 

 

 

 

 

卓話では、国際ロータリー2700 地区 パストガバナー（福岡西ＲＣ）

の廣畑 富雄さんの著書、「ロータリーの心と原点」をご紹介し、自身の

感想を述べさせていただきました。 

 

前職を鑑み廣畑さんの本を読ませていただきました。 

ヴォケショナルサーヴィス 天職を通じたサーヴィスがロータリーの根

本、サーヴィスを捨てて利益に走るものは、結局真の利益を獲得し得な

いとしんずるものです。（P23）に対し、自身が 13年資格会員（終身

会員資格）である生命保険業界の世界組織 MDRT（1927年発足 現

在 70以上の国と地域で約 49500 人の会員、顧客利益を最優先とし会

員間の倫理向上と相互研鑽を目指す組織）の東海地区ブロック長時、丁

度 2008年リーマンショック直後、秋の研修会でのブロック長のスピー

チ、社会経済学者（倫理哲学者）のマックス・ウエイバーの「資本主義

の最終局面に於いては倫理の無いハイエナのような者たちが出現し自ら

の命運を断つ」を引用し我々は決してそのような者に成り下がらず

MDRT の理念を大切に営業して行こう、というような内容のスピーチを

思い出しました。かの著名な経営学者、ピィター・ドラッガーも「意識

が行動を生み 行動が習慣を作り 習慣が人格を形成し 人格が人生を

決める いかに富・名誉・地位を得ようが意識が間違っていれば必ず滅

びる」との内容の言葉を残しています。まさに廣畑さんが主張する「ヴ

ォケショナルサーヴィス」であると深く共感し自身の今後の営業活動に

生かしていこうと思いました。 

なお、1960 年代以前 RCは対外的な活動はあまり無く、現在はイアン

H・Sライズリー会長のロータリーに変化をもたらす（ロータリーの友

7月号）や本田さんの「職業奉仕」はロータリーの根幹か？より「職業

奉仕観」が解らなくなってしまったのも事実です。ただ、「職業倫理」を

持って自身の天職を通じ人々の役に立つ、との意識は常に持ち今後も頑

張っていきたいと思います。 

 

二 コ ボ ッ ク ス 
梅村 美知容さん 

明日から世界一寒い国ロシア サハ共和国に行きます。 

【北図書館・楠図書館 館長 深澤様、鶴舞中央図書館 整理課長 大

沢様、本日はようこそお越し下さいました。ごゆっくりお寛ぎ下さいま

せ。】 

 

加藤あつこさん 尾関 正一君 梅村  篤君 横井  登君 

伊藤 晋一君 梶川 久雄君 平子 明資君 遠藤 友彦君 

加藤 昌之君 香田 研二君 岩田  滿治君 西脇 良一君 

玉置 正樹君 星川 直志君 足立陽一郎君 柴山 利彌君 

近藤  朗君 

梅田  渉君 

西脇 多吉君 

石黒  勉君 

阿部 美男君 

小關 敏光君 

入江由希子さん 

祖父江佳乃さん 

 


