
 

 

WEEKLY REPORT ROTARY CLUB OF NAGOYA AIRPORT since 29 July,1974 

第 2081 例会 

     2022 年 1 月 24 日(月)20 回       

●点  鐘 会長 田邊 雅彦 君 

●斉 唱 「それでこそロータリー」 

●例会行事 会員卓話 （代替実施） 

武田 英昭 君 

  「フルーツ民族」 

   会長 田邊 雅彦 君 

  「苦難 困難 有難や」 

 ●司  会 照井 通夫 君 SAA 委員 

 

 

 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 田邊 雅彦 君 

 

 

会員のみなさん、こんにちは。 

年末年始の休日、そして成人の日を含む三連休と、あ

る程度予想はしてたものの予想以上の新規感染者数の増

加により、愛知県では先週 1 月 21 日(金)から 2 月 13

日(日)までの約 3 週間、「まん延防止等重点措置」が適

応されています。 

つきましては感染防止対策の一環として、例会会場も

円卓からスクール形式に変更させていただきました。 

本日卓話してもらう予定だった伊東由之君が陽性反応

となり、急遽変更となりましたが、弊社では現在一人、

ご家族の方に陽性反応が出で濃厚接触者として自宅待機

状態となっております。 

コロナウイルスによる症状は人によって異なります

が、ほとんどの感染者は、自覚症状なしか軽度であり入

院することなく回復をしております。 

最もよくある症状としては、発熱、咳、倦怠感、のど

の痛み、頭痛、そして味覚やにおいの消失だと云われて

いますので、いずれかの症状が 3 日以上続いてる場合に

は、風邪かなと思わずかかりつけの医師または、地元の

保健所や相談センターへ連絡してください。 

本日もよろしくお願い申し上げます。 

 

 

        委 員 会 報 告          

●出席報告 （内海 辰巳 副委員長） 

本日の例会 

会員数 45 出席率 79.49％ 

出 出席義務者 18 欠 

席 

者 

出席義務者 8 

席 出席免除者 13 出席免除者 6 

者 出席者計 31 欠席者計 14 

●ニコニコボックス報告（稲吉 將秀 副委員長） 

 

まん延防止の中、みなさま例会参加頂きありがとう 

ございます。本日もよろしくお願いします。 

                田邊 雅彦 君 

今日もよろしくお願いします。 

               川口 直也 君 

               

今日も元気で！   

中林 正人 君 市川 孝  君 金井 和治 君 

高山 光雄 君 内海 辰巳 君 太田 哲郎 君 

三治 明  君 入谷 宏典 君 山北 秀和 君 

稲吉 將秀 君 照井 通夫 君 北園 守生 君 



近藤 和彦 君 伊藤 康司 君 波多野 真 君 

山内 佳紀 君 大野 和宏 君 安川 正勝 君 

鈴木 恵一 君 真城 壮司 君 稲熊 正徳 君 

暮沼 勇二郎君 前田 幹太 君 阿萬 裕子 君 

杉本 敦永 君 武田 英昭 君  

 

本日の協力 28 名   34,000 円  

本年度の協力累計         689,000 円  

  

 

 
会員卓話 武田 英昭 君 

「フルーツ民族」 

 

 
 

コロナ禍が始まり２年が経とうとしておりますが、昨日

の愛知県下の新規コロナ感染者数 3,050 人・累計感染

者 133,197 人、県下小・中学校では学級閉鎖・休校等

の措置が取られているとの事です。未だ終息しない状況

が続いておりますが、皆様も感染防止に努められて生活

をして頂ければ幸いと考えるところです。 

本来であれば、本日の卓話は職業奉仕委員会が担当の予

定でしたが、諸事情により急遽、私が「卓話の前座」を

務める事になりました。フルーツ民族の私では、準備不

足で打率一割以下のピンチヒッターかと考えますが、ス

ペイン文化のシエスタ（午後の休息の時間）としてお付

き合い願えれば幸いです。 

昨日、新型コロナ感染が再拡大する中、一日五千人を上

限に観客を入れて実施されていた大相撲・初場所千秋楽

の結びの一番で関脇・御嶽海が横綱・照ノ富士を破り 3

回目の優勝したことが報道されておりました。場所前に

は、「横綱が強すぎる」とこぼしていた御嶽海も結びの

前日には、「自分の相撲を取れば大丈夫」と自信を持っ

ていた様に今場所優勝した事により三役在位 28 場所務

めた御嶽海が 26 日の番付編成会議で大関昇進となるの

は確実と言われています。 

「日本の国技」と呼ばれております「相撲」の歴史です

が、起源を遡りますと古墳時代の埴輪・須恵器の出土品

に相撲が行われている様子が描かれていることから古代

にたどり辿り着くといわれております。一説には、「古

事記」に書かれている「国譲りの神話」が相撲の起源と

される説もありますが、明確な相撲の記録と言われてい

るのが「総日本記」の中で、聖武天皇が相撲を観戦した

事が「相撲戯」として残されています。これが平安時代

には「宮廷行事」として各地から相撲人を集め開催さ

れ、鎌倉時代には源頼朝が相撲を奨励、室町時代には足

利将軍家・諸国の大名が相撲観戦を楽しむようになった

との事です。又、定かでありませんが織田信長によって

土俵の原型が作られたとも言われております。その後、

江戸時代に入りますと寺社建立や修繕の資金集めとして

「勧進相撲」が実施され職業としての「力士」が誕生し

たことが「大相撲」の始まりとされております。 

明治に入り明治維新と文明開化に伴って「裸禁止令（東

京都制定）」によって、裸同様の力士は、罰金とムチ打

ちの刑に処された時代となり相撲存続の危機が訪れた様

ですが、明治 42 年に常設相撲場となる「国技館」が建

設され力士は今のように羽織袴姿で場所入りするように

なったことのことです。その後（大正時代）、大日本相

撲協会が発足し両国・関西での年 4 回の場所が定着して

多くの国民が大相撲を楽しむようになったとの事です

が、国民の娯楽となってきた頃、第二次世界大戦が起こ

るのでした戦時中は、相撲を楽しむ事が出来なかったと

思いますが、戦後、全国的にテレビが普及し始め、

NHK 放送の中継が始まり、栃錦と初代若乃花の活躍で

「栃若ブーム」が起こり年間場所数も現在の年 6 場所

（奇数月）の開催になっております。 

世界的スポーツイベントの冬の祭典「北京冬季オリンピ

ック 2022」が、北京を含め 3 つのゾーンで「中国の

ゼロコロナ政策」の下、米を含む西側諸国の政治的・外

交的ボイコットの中、来週 2 月 4 日より開催されま

す。今大会、日本は男子 48 人・女子 74 人（計 122

人）で、海外で開かれる冬季五輪としては過去最高であ

った 2018 年の平昌大会（計 123 人）同数の派遣、壮

行会については感染拡大を受け中止し 29 日に結団式を

行うと発表されております。国別メダル獲得数を予測す

る会社の発表によりますと日本人選手が４個の金メダル

を取ると既に予測報道されておりました。 

将来予測はスポーツの世界だけでなく年の初め等、何か

が始まる前には、必ず予測報道がされます。今年の年頭

に国際情勢のリスク分析を手がける米のコンサルト会社

は、「2022 年の世界の 10 大リスク」に関する報告を

発表しておりました。 

それによりますと 1 位には、中国が新型コロナの感染封

じ込めを目指す「ゼロコロナ政策」に失敗し、世界経済

や各国の政情が不安定化する事態を挙げていました。そ

の内容は「先進国ではワクチン接種の推進等によってパ

ンデミック（大流行）の終息が近付いている」とした一

方、「ほとんどの国々は、より困難な時期を迎えること

になる」と予測、このことは、中国国内の消費の落ち込

み・サプライチェーン（供給網）の混乱といった影響が

世界に普及し、経済不安・インフレの加速・格差拡大等

に対する不満が各地で政情不安を起こす恐れがあると警

告を発し「ノー・コロナゼロ」と表現をしておりまし

た。 

2 位は、国家・政府の力が及ばない「巨大 IT 企業の影

響が強まる世界」のリスクを挙げデジタル空間では一握

りの巨大 IT 企業が主役となり個人の思考に影響を与え



ると指摘。11 月の中間選挙前（米国）にデジタル空間

に誤った情報が広がり民主主義への信頼が損なわれる。 

3 位には、歴史的な転換点となる「米中間選挙」。4 位

には、周近平総書記が異例の 3 期目政権となる「中国内

政」等が「2022 年の世界の 10 大リスク」と予測され

ておりました。 

私自身、国際情勢や経済の事は全くと言っていい程わか

っておりませんが、RC の人道的奉仕である「世界の

人々が笑顔になるよう」この予測が外れる事（リスク回

避する事）を願い「卓話の前座」とします。 

 

 

 

 

会員卓話 会長 田邊雅彦君 

「苦難 困難 有難や」 

 

本日は急遽、卓話代行ということで、武田パスト会長卓話

をいただきありがとうございました。続いて私が務めさ

せていただきます。 

こうしたトラブル・アクシデントというのは間々あるこ

とです。こうした困難・苦難・災難をどう受け止めるの

か・・・。 

「困難」「苦難」「災難」これら３つの言葉の頭が「無」け

れば「無難」になりますが、それらが「有」ることで「有

難し(ありがたし)」と思えます。マイナスなことであって

もそれをプラス発想に変えることが大事なことではない

でしょうか。また、トラブル時には弱音を「吐く」と云い

ます。吐くは口からプラスマイナスのことを出すことで

す。しかしマイナスを言わなくなると「叶う」という文字

に変化します。これらはただの言葉遊びかもしれません

が、そんな気持ちになることが重要なことだと思います。 

さて現在、名古屋空港ロータリーは会員数減少の一途を

たどっています。もはや危機的状況と云っても過言では

ないので、どうか会員の皆様がお一人お一人、どなたかを

この例会にお誘いいただきたくよろしくお願い申し上げ

ます。 

ただ、ロータリークラブは気品あるクラブです。誰でも良

いわけではありません。 

私は初対面の人とお会いする時、こんなことを思いなが

ら人と接しています。 

皆様もご参考にしてみてください。 

 

1. 性格は顔に出る 

2. 生活は体型に出る 

3. 本音は仕草に出る 

4. 感情は声に出る 

5. センスは服に出る 

6. 美意識は爪に出る 

7. 清潔感は髪に出る 

8. 落ち着きのなさは足に出る 

9. 教養は「鼻筋」に出る 

10. 育ちは「口元」に出る  

11. やさしさは「沈黙」に出る 

 

 
スクール形式に変更 


