
 

 
 

 

第 2542 回 2021 年 7 月 25 日（日） 

『早朝例会』  

7：00～7：30 新幹線岐阜羽島駅前清掃 

7：50～ 例会 西松亭 

 卓話 岐阜羽島駅駅長 田中 秀樹様 

 

第 2543 回 2021 年 8 月 3 日（火） 

『友愛例会』  

＊お祝い行事 

＊増強活動 

◎例会後、第２回理事役員会 

Weekry Report. No.2279 

 
第2541回 2021年 7月20日（火） 

『プログラム卓話』  

新会員卓話 川崎 哲也君・栗山 和洋君 

 
会長 堀 雅利 

皆さんこんにちは。 

いよいよ梅雨も明け、夏本番とな

りました。 

熱い日が続きますが、みなさんど

うぞ健康にご留意いただきますよう

お願いします。 

さて、そんな猛暑の中のこの今年

7月 23日金曜日と聞き何を連想さますか？そうですね、

紆余曲折を経た東京 2020オリンピック・パラリンピック

がいよいよ開催されることとなります。新型コロナウィ

ルスによるパンデミックにより、オリンピック開催どこ

ろではないと昨年から１年先延ばしにされた東京 2020オ

リンピック、欧米ではワクチン接種が進み、先日の大谷

選手が投げて打席に立って喝采をあびたメジャーリーグ

オールスターでは、満席かつマスクなど誰もしていない

光景が目につき、無観客で開催される日本の現状との差

をまざまざとみせつけられた気がしました。 

アメリカにいる友人に状況を聞きました。「確かに新

型株は強いかもしれない。しかしワクチンを大多数の人

が受けていることによって、感染しても国全体としては

重症化しにくい。そして過去の大流行を経験し行政の病

床コントロールが非常にうまく進んでおり、もし罹患し

ても一般的な成人ならば深刻化しないという国内の安心

感がある。」との事でした。 

一方、日本は国民千人当たりの病床数は先進国でもト

ップです。しかし何故これほどに他国よりも罹患率が低

いにも関わらず医療崩壊に至ってしまうのか。それは医

療機関の７割が民間であるという事、そしてそれを他の

国が行っているように政府主導で病床を新型コロナ用に

転換するということが出来ていない事に起因するようで

す。いざという時の行政の差がここに表れているという

事ですが、これは私達事業を営んでいる者においても同

じように考える事が出来ると思います。緊急事態の折に

どれだけ民間のトップが非難を浴びながらも出口戦略に

向けて強い精神を持ちつつイニシアチブを取っていける

か。あたらず触らず、こっちを気にしてあっちを気にし

て、と中途半端な事をしてその場しのぎの策を行ってい

るようでは、出口が近づいてくるどころか事業は迷走し

社員も疲弊し不信を持つようになってしまうでしょう。

こんにちの日本を反面教師として私達は教訓とするべき

と思います。 

話はオリンピックに戻りまして、今回の東京 2020オリ

ンピック、昨年のパンデミックの際には当面経済活動が

行える感触を世界中の誰もが掴めていませんでしたし、

１年先延ばしにしたところで開催出来る保証はどこにも

ありませんでした。1･2 年先までが見えない状況ならば、

いっそ IOCと交渉し 2024年の開催を東京にし、次回以降

の開催都市を後ろずらしにしていけばいいのではない

か？と皆さん感じられたと思います。スポンサーの要望

や東京晴海に建設された２１棟もの選手村が４年間放置

されるなど問題はあったかと思いますが、このコロナ禍

で無理に開催して経済的な享受が得られないことを鑑み

れば、それは小さなことです。１番大きな理由として言

われているのが 2024年のパリオリンピック開催が IOCと

してはどうしてもずらせなかったという事です。1924 年

にパリでオリンピックが開催されてから100周年、100年

の時を経てパリでオリンピックを開催するという意義と

パンデミックの渦中の東京で無理やり開催する事を比較

前 回 例 会 の 記 録  

会 長 の 時 間  



し、結果パリ 100 周年に負けた、という構図かと思いま

すし、リボーンはパリに持っていかれるでしょう。 

悔しい話ですが、国際間の今の日本の力を反映してい

ると思いますし、これを報道しないことなかれ主義の日

本、そして昔あった、なにくそ根性が生まれてこない現

状がこのように諦めムードの無関心な東京 2020オリンピ

ックを迎えさせてしまったのではないかと思います。 

一方で、ここまで来たら開催するのは事実ですし、日

本国民の多くに望まれていない東京 2020オリンピックを

裏方として頑張って準備し支えてくれている日本の皆さ

んの為にも、テレビを通じ精いっぱい応援しようと私は

気持ちを切り替えることにしました。 

東京 2020オリンピック・パラリンピックのコンセプト

はこう言っています。『人類が新型コロナウイルスとい

うかつてない困難に向き合う中で、開催される東京 2020

大会。どんなに遠い場所で起きたこともつながっていて、

私たちは誰もが無関係ではいられない。そのことを世界

中が実感する日々でもありました。そしてそれは、国を

超えて情報と知恵を分かち合い、助け合える方法を模索

し続ける日々でもありました。そのような状況で開催さ

れるこの大会だからこそ、スポーツの力で世界中をつな

げ、未来に向かって希望を生み出す場にしていきたい。

前を向いて生きるエネルギーを、一人ひとりに届ける時

間にしたい。今までの常識を変えて、よりよい当たり前

をみんなで作っていくチャンスにしたい。そして、脅威

に対する世界の連携、さらに大会の実現が、たくさんの

人々の計り知れない献身と努力に支えられていることに

深く感謝し、あらためて称賛と尊敬の意を大会を通して

伝えていきます。』 

新型コロナウイルス感染リスクと戦いながら、多くの

日本人がこの大会を支え開催・実行される事に感謝した

いと思います。 

そして最後に、ロータリーに通ずる話です。 

先月、野中パスト会長が詳しく経緯を話していただき

ました、フランス人クーベルタンが提唱した「オリンピ

ズム」には「スポーツを通じて平和でより良い世界の実

現に貢献する事」とありました、まさにロータリーの精

神と通ずるところであります。皆さんにも東京 2020オリ

ンピック・パラリンピックを通じ精いっぱい平和とより

良い世界を願って応援をしていただきたいと思います。

以上、会長の時間でした。 

ありがとうございます。 

 
           川崎 哲也 

 【事業所：株式会社 ディール】 

初めまして。川崎 哲也と申します。 

現在は羽島市在住ですが、生まれ

は羽島郡岐南町です。 

父親が羽島市だったことと仲の良

い友人が多くいたことで、羽島市に  

  家を買いました。 

仕事は、産業廃棄物収集運搬業務ということで、いわ

ゆるゴミ屋さんです。 

廃棄物というのは、大きくは一般廃棄物と産業廃棄物

に分類されますが、法的には、一般廃棄物以外を産業廃

棄物と呼びます。ですので、事業活動によって生じた廃

棄物のすべてが産業廃棄物というわけではありません…

と、このまま行くと産業廃棄物の講習のようになってし

まうのでこの辺にさせていただきますが、詳しく聞きた

いと思われましたら、いつでも聞いていただければと存

じます。 

現在、我が社はまだ4年目と若輩でございます。 

それまでの私は、岐阜県岐阜市にて同じ、産業廃棄物

の収集運搬業の会社に属しておりましたが、中でも特殊

な特別管理産業廃棄物の医療廃棄物（感染性廃棄物）を

主に取り扱っておりました。 

私は、社内の仕事というよりは社外活動が主で岐阜県

医師会指定業者と呼ばれる数社を取りまとめる調整役の

ような役割で、岐阜県内部はもちろん他県（愛知・三重）

との交渉事等をしておりました。 

医療廃棄物（感染性廃棄物）は危険なため、焼却処分

という方法で処理されるのですが、焼却施設を保有する

処分場というのは規模の大きい企業が多く、自然とその

ような大きい処分業者とのお付き合いが多くなっていま

した。そのため、経験豊富なトップの方々との繋がりが

増え、自然とスキルアップすることが出来たのです。 

独立をし、医療廃棄物以外の産業廃棄物に幅広く対応

することが出来るようになったのも、そういった皆様の

協力があったからこそなのです。 

この度、羽島ロータリークラブに入会させていただい

たことも、新しい世界、様々な業界のトップの方々の素

晴らしいスキルをどんどん吸収し、更なるスキルアップ

を目指すことが出来ると考えたからです。 

分からない事も多く、ご迷惑をお掛けしてしまう事も

あるかと思いますが、どうぞよろしくお願い致します。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

栗山 和洋 

【事業所：有限会社 ハウスネット】 

栗山和洋と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 私は羽島市正木町で生まれ22歳まで

過ごしてきました。大学生の時には、

岩田社長のところでアルバイトをさせ

ていただいたこともあり、今日声をかけさせていただき

ました。 

 大学卒業後は㈱エイブルに就職し、7 年間賃貸不動産

の仲介業で不動産を学び、その後平成17年に有限会社ハ

ウスネットを江南市で立ち上げ、早いもので今年で16年

になります。当初 3 名で始めた会社ですが、現在は名古

屋市西区に本社を構え20名ほどの社員と頑張っておりま

す。営業内容は、不動産仲介・管理・リフォーム業を行

っております。 

 趣味は、家庭菜園で様々な野菜を作っては料理し毎日

新 会 員 卓 話 



の晩酌のお供になっております。 

 あと釣りも最近始めましたので、機会があれば誘って

いただけると光栄です。 

 ローターリークラブの定例会は 3 度目になりましたが、

4 つのテストに共感いたしました。これからのあらゆる

選択や決断の場面でこの指針が十分に効果があるものだ

と感じました。 

まだまだ分からないことだらけですが、これからもよ

ろしくお願いいたします。 

 

 
出席委員会 

・本日の出席率  

出席規定会員数 ２９名中 ２１名 ７２．４１％ 

・７月６日の補填出席率  

出席規定会員数 ２９名中 ２１名 ８７．１０％ 

 

ニコニコＢＯＸ委員会 

◎ニコニコＢＯＸ 

◆堀  雅利君  荒木 義男君  横山 方彦君  

川﨑 正一君  林  秀樹君  加藤 大輔君  

安藤 賢治君  兼松 秋生君  山下 正弘君  

林  良典君  野中  学君  小椋由美子さん 

栗山 和洋君  川崎 哲也君  佐溝 勝樹君  

松田 和彦君  西松 永根君   

本日は「新会員卓話」です。川崎さん、栗山さん 

よろしくお願します。 

◆岩田 勝美君 

 本日から例会後ＴＭＳ（テン・ミニッツ・セミナー）

を開催いたします。新会員の方、それ以外の方も多数

出席して下さい。定員は３２名です。 

◆梁 麗娜さん 

 長男が囲碁大会の岐阜県予選で優勝し、来月東京の全

国大会に参加することとなりました。中日新聞にも載

りました。ちなみに私も同行し、銀座でショッピング

をしてきます。 

◎仕合せ貯金 

 梁 麗那さん  佐溝 勝樹君  西松 永根君  

荒木 義男君  堀  雅利君 

 

 

 

 

 

委 員 会 報 告  

 ご 紹 介 コ ー ナ ー 

 ３日（火）第２５４３回 『友愛例会』 

＊お祝い行事  

＊増強活動 

＊第１回ＩＤＭ報告 

◎例会後 第２回理事役員会 

１０日（火）第２５４４回 『プログラム卓話』 

＊新会員卓話 古川会員・佐藤会員 

※百万ドルの食事 

１７日（火）休会 

２１日（土）第２５４５回 『納涼例会』 

京都・貴船 ひろや 川床料理 

集合 8：20  出発 8：30 

集合場所：岐阜羽島バス・タクシー 

２４日（火）２１日（土）へ例会変更 

２７日（金）第２回ＩＤＭ  西松亭 18:30～ 

「新人研修」リーダー  西松 永根 

 林  秀樹 

【出席義務者】 

     加藤(大）、川崎(哲)、木寺、栗山、佐藤、 

佐溝、立川、平松、古川、虫賀、毛利 

３１日（火）第２５４６回 『プログラム卓話』 

＊新会員卓話 毛利会員 

＊第２回ＩＤＭ報告 

 

８ 月 の 行 事 予 定  

幹 事 報 告（第２５４1） 

 
●７月２４日（土）地区Ｒ財団研修セミナーは中止。 

●次回例会は７月２５日（日）『早朝例会』 

７月２７日（火）の例会変更 

７：００～ 岐阜羽島駅前清掃   

７：５０～ 例会点鐘。例会場は 西松亭  

＊紺色のロータリーポロシャツ着用 

 ＊小雨は清掃活動。雨が激しい場合卓話例会のみ。 

●回覧内容 

 ①９ＲＣ幹事会資料とガバナー公式訪問 

９ＲＣ合同例会・懇親会 及び ＩＭ 出欠表 

②新会員歓迎会 出欠表 

③ガバナー杯チャリティーゴルフ 羽島RC予選会 

開催日アンケート 

 チャリティーゴルフ 詳細 

④(財)ﾛー ﾀﾘー 米山記念奨学会より『ﾊｲﾗｲﾄよねやま』 

 ⑤「第19回ロータリー全国囲碁大会」のご案内  

≪第１回理事役員会 承認事項≫ 

１）８月の例会プログラムについて 承認※下記に掲載 

２）2021年７月 静岡県熱海市 土石流災害義援金 

ご協力のお願い 承認 

会員一人当たり500円（預託金より）地区へ送金 

３）川﨑 正一会員 出席免除届 承認 

４）羽島ロータリークラブＨＰについて 承認  

  リニューアルへ向けて準備 

ﾃﾝ・ﾐﾆｯﾂ・ｾﾐﾅー  
 

例会後に、岩田会長

エレクトによる 10分

間研修セミナーを 

開催 


