
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 
2022 年 4 月 20 日 (水) 

通算第 3004 回例会 

本年度 第 30 回  

場所 瀬戸商工会議所 

例会次第 

・開会点鐘 

・「我等の生業」 

・出席状況 

・会長挨拶 

・誕生日・結婚記念日祝福 

・報告事項 

・委員会報告/その他の報告 

・卓話 

次年度会長・幹事 

次年度クラブフォーラム 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

    
 

 

 

第３００３回例会 会長挨拶 鈴木政成君 
 

２０２２年４月２０日発行  第２８２１号    
瀬戸ロータリークラブ会報 

２０２１～２０２２ ＲＩ.２７６０地区  

前回例会 記録 
2022 年 4 月 13 日第 3003 回例会 

・場所 瀬戸商工会議所 

・出席報告５５名 出席会員４1 名  

当日出席率 74.54％ 

・行事 
・2022 学年度米山奨学生カウンセラー 

委嘱状授与 小林稔君 

・2022 学年度米山奨学生クラブ委嘱状お

披露目 

・本人誕生日 

   加藤捷君  

・主人誕生日 

   加藤恵子君ご主人宜之様 

・卓話 

次年度会長 牧オサム君 

「次年度会長方針」 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。本日の例会は

3003 回本年度 29 回目の例会でござい

ます。さて、ウクライナへの人道支援の件

を 2 回ほど例会で話させていただきまし

たが、4 月 6 日の理事会におきまして、ウ

クライナ地域の人道支援窓口としてロー

タリー財団が設置しましたロータリー災害

救援基金へ例会活動費から 56 万円を

寄付する承認をいただきました。この原

資は例会の活動費の食事代というところ

からあてさせていただきました。詳しく言

いますと、事業計画では１回の食事代と

して１人 1320 円 58 名で計算予定されて

おり、今までに、取り消し、食事なし例会

が 13 回ございましたので合計しますと約

100 万円の財源がうきました。その中から

昨年度、瀬戸市の「子どもの今・未来応

援基金」に 25 万円、その残りの 75 万円

の中から 56 万円をロータリー財団の災

害救援基金に寄付させていただきます。

これは財団に対してクラブの実績となりま

すので、この寄付が３年後の実績として

反映されます。その際、理事会で皆さん

から一律 1 万寄付していただくことになり

ましたが、会員の中から、もう少し寄付を

したいという思いをお聞きしましたので本

日はウクライナの義援金の箱を用意させ

ていただきましたのでよろしくお願いいた

します。集めさせていただいたお金は、

地区からとりまとめの案内がきていますの

で地区を経由しますとクラブの実績では

なく地区の実績となりますが、一括で財

団からウクライナに送るということをご承知

していただきたいと思います。 

 さて、今週末の 4 月 16 日（土）17 日

（日）は 61 回目のせと陶祖祭りが行わ

れます。皆さんご存知の通り、この祭り

は陶祖 加藤四郎左衛門景正の祭りで

す。この祭りを紐解いていきますと、陶

祖公園に六角陶碑がありまして、その陶

碑の六面に文字が刻まれています。そ

の五面のところに江戸時代後期に碑が

作られ、その当時には、すでに加藤四

郎左衛門景正の祭りとして 3 月 19 日と

8 月 19 日の両日がお祭りと書いてあり

ます。後に、旧暦から新暦の 4 月 19 日

が陶祖祭りということで、いつのまにか 4

月の第 3 土曜と第 3 日曜という形にな

っていったのです。江戸時代には、子

供獅子や馬の奉納などが書かれてお

り、歴史ある江戸時代からのお祭りであ

ることを我々はもう一度認識して大切に

しなければならないと思います。人出は

瀬戸物祭りには及びませんが、この祭り

の意味合いは瀬戸の歴史そのものでは

ないかと思います。陶祖祭りは廉売市

中心ではなく、一人ずつ瀬戸の焼き物

を楽しんでもらう、瀬戸の焼き物の文化

を祝ってもらうなど少しずつ変化しつつ

あります。今年初めて登場しているテー

ブルコーディネートコンテスト入選作品

40 点の展示やせともの楽市などもありま

す。瀬戸ロータリークラブからは、陶祖

祭り、瀬戸物祭りに長年毎年 5 万円ず

つの協賛金を出しております。皆さん、

お時間があれば是非、お祭りに参加し

ていただき、お祭りの意義を考える機会

にしていただければと思います。以上、

会長挨拶でした。 

例会予定 
 

4 月 27 日（水） 
休会 

 

5 月 4 日（水） 
法定休日 

 

5 月 11 日（水） 
㈱mobility career 代表取締役会長 

CEO 兼 CFO 加藤滋樹様 

「志あれば、困難こそチャンス」 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     次年度会長 牧オサム君 

「次年度会長方針」 

 
 

皆さんこんにちは次年度２０２２年から２３年度の瀬戸ロータリ

ークラブの会長を仰せつかりました牧オサムです。どうぞよろしく

お願いいたします。今日は会長方針を発表させていただくととも

にその後に時間があれば私個人のお話もさせていただこうと思

います。 

まず会長方針ですが次のような形で作らせていただきました。 

『世界が、目を覆いたくなる悲しみの戦火に怯え、感染症の終

息もいまだ見えない難しい状況が続くという、数年前には思いも

しなかった時代に私たちは今生きています。 

２０２０年１月に日本で初めてコロナが確認されてから 2 年半が

過ぎました。まさかこんなに長くコロナ禍の生活が続くとは思いも

よりませんでした。 

ロータリーにおいても例会、各種事業の変更・中止・縮小な

ど、思うような活動ができない状況が続くものと思われ、本年もた

いへん難しいクラブ運営をしなければならないと思われます。 

２０２２～２０２３年度国際ロータリーのジェニファーE.ジョーンズ

会長は「イマジン・ロータリー」をテーマに掲げられました。これ

は、「大きな夢を抱き、行動を起こすとき、想像しましょう、私たち

がベストを尽くせる世界を」を意味しています。また、RI２７６０地

区篭橋美久ガバナーは「未来を描こう、笑顔でつなごう」～一人

一人のチャレンジを力に！変化に対応できるクラブを目指して～

をテーマにされています。いずれもコロナの時代からコロナが明

けた後の未来に対し、ロータリーに何ができるかを問うているもの

と考えます。 

それを受け、創立６３年目を迎えた瀬戸ロータリークラブとし

て、次なる７０年、１００年につながるクラブの在り方を想像し、会

員が一致団結し、未来を見据えた活動していきたいと、方針を立

てました。 

「次代の瀬戸クラブを想像しよう」 

1.例会 

ロータリーの基本である例会は、コロナ禍に対応した形を検討し

つつ、会員の連帯と融和を深められるよう有意義な場を作るよう

取り組みます。 

2.会員増強 

次代の瀬戸クラブを想像したとき、会員増強は必須であり、仲間

が増えることは、クラブの基盤が強くなり、明るく楽しくなると考

え、広く募ります。 

3.奉仕事業 

地域の声に耳を傾け、優しい事業を通して社会に貢献します。 

4.学友会 

今まで関わってくれた多くの米山奨学生、青少年交換学生の学

友会を検討します。 

終わりに、２０２１～２０２２年度鈴木政成会長、松本哲也幹事、

一年間大変お疲れさまでした。』  以上です。一年間よろしくお

願い致します。 

時間がまだありますので、私個人のことについてお話させて

いただきます 

昭和３１年５月瀬戸市仲切町に生まれました。その家は今ラ

ジオサンキューの本社スタジオとして使っているもので、先日

卓話で来てくれた南君が今「ゲストハウスますきち」としても運

営しているその家です。その後、学校再編で閉校となった道泉

小学校から、名古屋の東海中学へ進学しました。この時、道泉

小学校からは７人が東海中学に入学し、当時は瀬戸の学習院

とも呼ばれていました(笑)。その頃はまだ賢い子だったと思い

ますが、東海中学は、勉強する子は伸びるが、勉強しない子

はほっとかれる、という学校で、僕はいきなり下位グループに属

することになりました。今分析をしますと卓球部に入部したのが

いかんかったのかなと思っていました。なぜなら卓球部は体育

館なので他のクラブが日没で帰る時になってもダラダラ練習が

続き帰宅がすごく遅くなり勉強ができなかったと・・。しかし瀬戸

から一緒に卓球部に入った友達の１人は一橋、１人は慶応に

行ったので、その分析は全く的外れでした。(笑)。下位グルー

プに属したまま中学から高校と進み、なんとか赤点を取らない

レベルで学校生活をエンジョイしていました。目立つ生徒では

なかったのですが、適当にやんちゃで楽しくやってる、というタ

イプでした。まぁはっきりってノンポリを絵に描いたような高校時

代だったと思います。高校２年からはもちろんＢ郡・私立文化

系コースのクラスへ入れられ、ここでさらにノンポリ道に磨きを

かけました。受験勉強はもちろん高望みをして受けましたの

で、全て不合格と言うことになりました。まぁこれも織り込み済み

でした。早々に予備校の願書を取り寄せ浪人生を予定してい

ましたが、小中高とスキーを通してできた仲間たちがその年の

冬フランスのシャモニーのほうに行くと言う計画があると聞き、

浅はかにも考えが一新しました。いやいや浪人しててはフラン

スに行けないじゃないかと。余談ですが、そのスキーグループ

には我が瀬戸クラブのメンバーの勝谷さんもいらっしゃいまし

た。今ではとてもスキーをするような風には見えませんが(笑)、

その頃はスキーチームの中ボスという感じで、頼りがいのある

先輩としてチームを仕切っておられました。そこで３月の終わり

ごろでしたが、まだ入学試験を行っている学校を探したところ、

全国で２校見つかりました。京都産業大学と駒沢大学でした。

急いで東京、とんぼ返りで京都へと受験に行き、結果は両方と

も合格しました。ぎりぎりで浪人を回避し急遽京都へ行くことに

したのでした。そうまでして行ったスキーツアーは今でも素晴ら

しい思い出として残っています。 

大学では授業もろくに出ず音楽系クラブに入り、関西で流行

っていた大阪ブルース、サウストゥサウス、憂歌団のような感じ

の曲をやっていました。今思うとこの４年間のダラダラした生活

が人生で１番楽しかったかなぁと思います。このときの仲間は

今でもバンドを組んで音楽活動を一緒にやったりして楽しんで

います。 

留年することもなく無事４年で卒業し、就職活動もすることな

く瀬戸に戻ってきました。家業の陣屋丸仙窯業原料㈱は、ガラ

スの原料の珪砂と陶磁器の原料の粘土を作る会社で、増岡先

輩、藤井さん、鈴木義信さんなど同じ業種で、装置産業なので

機械が順調に動いていれば割と自由な時間が取れる、そんな

職種でありました。そこで青年会議所などいろんな活動に出向

き、もっぱら交流を続ける３０代を謳歌しました。青年会議所で

は日本ＪＣや地区へ５回ほど出向し、とんでもない大企業の変

なヤツとかユニークな人と知り合いになり、それはそれでとても

良い経験でした。 

そうこうしているうち３９歳の時に親父がなくなり、間もなくして

卓 話 

;etラム 
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ニコボックス報告 
2022 年 4 月 13 日例会 
いよいよ牧年度もこの卓話から実質スタートですね。引き続きのコ

ロナ禍ですが「次年度会長方針」楽しみにしております。会長 鈴

木政成、幹事 松本哲也 

次年度会長方針の卓話をさせて頂きます。よろしくお願い致しま

す。牧オサム 

誕生日をお祝い頂いてありがとうございます。加藤捷 

主人の誕生日をお祝いして頂きありがとうございます。加藤恵子 

牧君、来年はいよいよ君の出番です。頑張って下さい。貴君には

'07～'08 年度、私の年度に色々アイデアを頂きありがとうござい

ました。感謝も込めて応援致します。寺田悟 

次年度会長 牧オサム君の卓話を楽しみにしています！ 

青山稔、井上博、大竹一義、刑部祐介、梶野輝雄、勝谷哲次、

加藤一夫、加藤克弘、加藤克己、加藤克己(2021)、加藤定江、

加藤捷、加藤唐三郎、加藤眞言、加藤光哉、加藤太伸、加藤陽

一、加藤令吉、金谷康正、草野真吾、小池芳樹、小林稔、近藤

三博、佐藤亜矢子、鈴木伸、鈴木光彦、高橋信郎、玉井徹、戸

田由久、野田由紀子、藤井源成、増岡錦也、松村晋也、水野和

郎、山口記由、山本英雄 

バブルもはじけ、それ以後右肩下がりの日本経済の中に社長とし

て放り出されたわけでありました。 

同じくしてこの頃お誘いいただき、亀井会長年度に加藤光哉さ

ん、加藤陽一さん、山城浩平さんの推薦で瀬戸ＲＣに入会させて

いただきました。それからすでに２０数年が経ちました。なんと早い

ものでしょう。 

２００５年、万博の理念と思い出をこの地に残すことができないか

と、地元にラジオ局を立ち上げることとなりました。情報と情報、人

と人を結ぶ「ほっとステーション」となり、「情報のハブ」になりたい、

「瀬戸から全世界で情報発信」したい、「地域の防災に貢献」した

い、などなど大いなる思いを持ったラジオ局 RADIOSANQ を開局

させました。お陰様を持ちまして皆様にご愛聴いただき、１６周年

を迎えることができました。最初皆様から、趣味でやってるんじゃな

いのとか言われましたが、ラジオの可能性と、地域貢献のため、そ

して地域になくてはならないインフラとして必死にやってきました。

これからもぜひともご愛顧をお願いしたいと思います。 

家族は、妻１人と３人の男の子がいます。長男は３７歳、次男は

３５歳でいずれも家庭を持ち、孫は５人、みんな同敷地内に住んで

いる大家族です。そして三男を４７歳の時に授かりました。高齢出

産はリスクが高いと言われましたが、そのリスクが何かその時はわ

かりませんでした。後で分かったのですが、早産になりやすいと言

うことでした。まさにずいぶん早く生まれてしまい、小さくこの世に

誕生してしまいました。お腹の中で育つはずが、保育器の中で育

つことになったため、うまく酸素が脳に回らず、退院時に脳性麻痺

との診断を受けました。幸いうちの三男は下肢に不自由はあります

が、会話もでき、コミュニケーションもできます。重症心身障害者の

方の多い中、まだまだ恵まれている方だとつくづく実感しました。

ちょうどその年に瀬戸特別支援学校・さくらんぼ学園が開校し、以

来お世話になり、楽しく学校生活を過ごしています。 

障害児を持って初めて福祉のことに目が向きました。そういう立

場にならないと分からないのは当然です。障害児を持つ親になっ

たのも何かの縁と考え、積極的に福祉のことに対して向き合おうと

思いました。そこで、さくらんぼの PTA 会長も４年させていただきま

した。全国の特別支援学校関係者の皆様とも知り合いになれたこ

とは財産であります。 

２０１９年秋、会長ノミニ－の指名をいただいた時、「障害児の世

話をしながら会長の仕事が全うできるか」と悩みました。夜遅くまで

飲みニケーションなどで付き合うことができないかもしれません。し

かし、そこは大リーグの大谷選手のように瀬戸ＲＣ会長と、障害児

の親父の二刀流でがんばっていきたいと思います。こういう人でも

会長職が全うできた、と認めて頂けるよう、瀬戸ロータリークラブを

加藤克己幹事とともに一年間一生懸命運営していきたいと思いま

す。メンバーの皆様のご理解とご協力をぜひともよろしくお願い申

し上げます。 ご清聴まことにありがとうございました。 

 

 

 
 

 

２０２２-２３年度 地区研修・協議会 

２０２２年４月１７日(日) 

名古屋国際会議場 

 
 

２０２２年米山奨学生 

ド ティ ホン クエン さん (ベトナム) 
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