
 

 
 

 

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 

 

第 2544 回 2021 年 8 月 10 日（火） 

『プログラム卓話』  

新会員卓話 佐藤 裕昭君 ・ 古川 修司君 

Weekry Report. No.2280 

 
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 

 

 

 

 
会長 堀 雅利 

皆さん、こんにちは！ 

本日は、先ほど皆さんと一緒に清

掃活動を行っていただきました岐阜

羽島駅駅長 田中様にお越しいただい

ております、暑い中一緒に清掃活動

いただきありがとうございました。

後ほど卓話を頂戴したいと思いますのでどうぞ宜しくお

願い致します。 

この岐阜羽島駅前清掃、羽島ロータリークラブではか

れこれ４０年以上に渡り社会奉仕活動として続けてきた

活動と聞いております。 

今年のRI会長シェカール・メータさんはロータリアン

だけで行う奉仕活動だけではなく一般の方々と一緒に奉

仕活動を実施する「ロータリー奉仕デイ」を催すよう掲

げられています。 

我が羽島ロータリークラブは国際ロータリーに掲げら

れるまでもなく、先に40数年に渡りこのような活動をし

てきた事を誇りに思うと共に、多くの国々の様々な地域

から訪れてこられる人々にとって岐阜県の玄関口にあた

る岐阜羽島駅をこれからも美しく気持ちよく迎えられる

ようこの活動を大切に続けていきたいと思っております。

また、活動開始以来40数年毎年雨が降ったことが無いと

いう事実、何かの力が見守ってくれているような気が致

します。 

さて、いよいよ東京 2020オリンピック・パラリンピッ
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クが始まりました。テレビでは選手たちの熱い戦いが見

られるようになりました。せっかくこの日本で５７年振

りに開催されているオリンピックですが、競技の多くが

現地で観戦出来ず日本国民全体が悔しい気持ちでいます。 

ここ羽島に於いてもスリランカ国のホストとして、ま

た多くのオリンピック観戦に訪れた観光目的の海外客で

賑わう予定であったでしょうし、本来、岐阜羽島駅も早

朝から多くの人々が行き交う様子であったはずかと思う

と、今朝の人影ではまだまだ正常な日常には程遠いよう

に感じました。 

私は、日ごろ岐阜羽島駅を非常に良く利用しますが、

出発までに時間がある時は駅構内の喫茶店でコーヒーを

飲みながら、当日の商談の戦略の再確認をするのが常で

した。また、構内のうどん屋さんのざるそばは私のお気

に入りで、新幹線の利用がない時でも夏の暑い食欲のな

い日は訪れ、キンキンに冷えたざるそばを食べるのを楽

しみにしていました。また、出張の折には、売店で必ず

コーラと新書を買い、到着駅まで読みふけりながら移動

することにしていました。 

いわばそれらが私のルーティンでした。しかし新型コ

ロナ流行を機に、昨年構内全ての店が閉鎖してしまった

時に私は現実を実感しました。今まで日常であった事が

日常でなくなってしまった事を痛烈に思い知らされまし

た。コーラを飲みながら新書を読む為に立ち寄る売店も、

一日の戦略を練る為のコーヒーを摂る事も、熱い最中の

自分へのご褒美であるキンキンに冷えたざるそばを食す

事も出来ないこの非日常は、戦争もオイルショックも経

験していない自分には初めての事で、歴史の教科書で読

んだことでしか知らない「危機」というものに少しに触

れた気がしました。 

しかしながら、人類の英知は負ける事なく、現在、刻

一刻とワクチンも普及し、欧米を中心に経済は正常化し

つつあります。日本でももう間もなくそんな日がやって

くるような兆しがありますし、海外との往来もワクチン

パスポートを所持していれば自由に行き来出来るような

日が来年辺りにはやってくるのではないでしょうか。そ

んな折には、本日皆さんが一緒になって清掃した岐阜羽

島駅前が岐阜の玄関口として、様々な国の様々な地域の

人を迎え入れ、岐阜の地を楽しんでくれる「おもてなし」

をしてくれる事かと思います。 

そんな日常が戻ることを祈願しまして、本日の会長の

時間とさせていただきたいと思います。ご清聴ありがと

うございました。 

 

 

 

 
      東海旅客鉄道株式会社  

岐阜羽島駅駅長 田中 秀樹様 

 本日は早朝より岐阜羽島駅周辺の

環境整備にご協力を賜りまして、誠

にありがとうございました。お疲れ

さまでした。 

 日頃より、ＪＲ東海並びに岐阜羽

島駅をご利用いただきましてありがとうございます。改

めまして御礼を申し上げます。 

 私はこの７月１日付で澤田前駅長の後任として着任い

たしました「田中秀樹」と申します。皆様ご存じの通り、

当駅は昭和３９年１０月１日の東海道新幹線開業に合わ

せて営業を開始しておりますが、ＪＲ東海発足後は私が

二十代目の駅長となります。新任ゆえ、地域の皆様方に

は様々にご指導・ご鞭撻を賜りたく存じます。何卒よろ

しくお願い申し上げます。 

 さて、最近の弊社の経営状況でございますが、新型コ

ロナウイルスの感染症の発生を受けた外出及び移動の影

響によりまして、当社・グループ会社ともに引き続き極

めて厳しい経営環境が続く中、令和２年度の連結営業収

益は大幅に減収となりました。輸送量では前年比で東海

道新幹線が 33％、在来線特急列車が 35％、名古屋近郊の

ご利用が65％と低調に推移いたしました。 

 東海道新幹線ではこの夏の期間中（７月１日～９月３

０日）における臨時列車の運転計画につきまして、５月

に一旦発表させて頂きましたものの、昨今の社会情勢や

お客様のご利用状況なども踏まえ、８月の運転計画を見

直すこととし、先日お知らせをさせて頂いたところです。 

【参考：８月１日～３１日の運転計画】 

 ・合計６６６本の臨時列車を運転 

 ・１日あたりの平均運転本数：３３１本 

 ・このうちお盆期間（８月６日～１７日）における 

１日あたりの平均運転本数：３４５本 

  → 下りのピークは８月７日 

上りのピークは８月１５日 

 今後につきましては、引き続き感染拡大防止に取り組

みながら、安全・安心・安定輸送の確保を最優先に輸送

機関としての使命を果たして参ります。また、今回のコ

ロナ禍で受けた大きなダメージを挽回し、将来にわたっ

て当社グループが社会的使命を力強く果たしていくため、

経営体力の再強化に挑戦いたします。そのためにＩＣＴ

をフルに活用し、最も望ましい業務体制を構築する「業

務改革」をスタートさせるとともに、新たな需要の創出

に取り組みます。 

卓  話 



 営業関係では感染状況等の社会情勢やご利用動向の変

化を踏まえつつ、「ずらし旅」をはじめとした魅力ある

キャンペーンに加え、ビジネスのお客様に対しても移動

のお時間がロスにならないような環境整備を進めて参り

ます。また、多くのお客様にご利用頂いております「Ｅ

Ｘサービス」もこの９月にはサービス開始から２０周年

を迎えさせて頂くことになりました。九州新幹線へのサ

ービスエリア延伸など、今後もより魅力的で多くのお客

様にご利用頂けるよう、ブラッシュアップに努めて参り

ます。 

 以上が弊社の近況報告となりますが、岐阜羽島駅社員

一丸となって、「お客様に愛され・親しまれる駅」を目

指してまいりますので、引き続きご指導、ご協力をお願

い申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。本日はあり

がとうございました。 

 

 
出席委員会 
・本日の出席率  

出席規定会員数 ３１名中 ２３名 ７４．１９％ 

 

ニコニコＢＯＸ委員会 

◎ニコニコＢＯＸ 

◆堀  雅利君  荒木 義男君  青木平七郎君  

安藤 賢治君  岩田 勝美君  兼松 秋生君  

川崎 哲也君  川﨑 正一君  佐藤 裕昭君  

佐溝 勝樹君  西松 永根君  野中  学君  

林  秀樹君  林  良典君  平松 暁仁君  

古川 修司君  松田 和彦君  南谷 茂伸君  

虫賀 大輔君  森  輝廣君  柳原 望成君  

山下 正弘君  梁 麗那さん   

本日は「早朝例会」新幹線岐阜羽島駅前清掃お疲れさ

までした。 

岐阜羽島駅駅長 田中 秀樹様、ご参加いただきありが

とうございました。卓話よろしくお願いします。 

 

 

 
 

 
 

 
2021-22年度ロータリー財団地区補助金事業 

羽島北高校の 

「地域ボランティア推進プロジェクト」支援事業 

 

委 員 会 報 告  

幹 事 報 告（第２５４２） 

 
●７月２７日（火）は本日に例会変更 

●７月３０日（金）第１回 IDMが１８：３０より 

西松亭にて開催 

 出席義務者 

【ﾘー ﾀ゙ ｰ：岩田 勝美、Ｒ研修情報委員：松田副委員長、

青木、加藤（宗）、佐溝、平松、横山  計７名】 

●７月３１日（土）新会員歓迎会が１９：００より 

西松亭にて開催されます。 

●次回例は８／３（火）『友愛例会』 

第１例会行事・増強活動。 

例会後 第２回理事役員会を開催 

●８月のメイクアップ一覧をホームページに掲載 

●回覧内容 

 ①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 

＊＊＊＊＊ 皆 出 席 おめでとう ＊＊＊＊＊ 

３４年間 皆出席   岩田 勝美君 

３２年間 皆出席  山下 正弘君 

２２年間 皆出席  南谷 茂伸君 

＊＊＊＊＊ 会員誕生 おめでとう ＊＊＊＊＊ 

岩田 勝美君（０５日） 林  良典君（１３日） 

＊＊＊＊＊ 夫人誕生 おめでとう ＊＊＊＊＊ 

青木 久子様（２３日） 

＊＊＊＊＊ 結婚記念 おめでとう ＊＊＊＊＊ 

西松 永根君（２５日） 

８ 月 の お 祝 い     

 ご 紹 介 コーナー 

 

大型スクリーン  1台 

空気清浄機    ３台 

感染対策備品  ハンドジェル（５本入り） ４式 

        フェイスマスク     １０式 

７月２８日（水）羽島北高校にて贈呈式を行いました。 


