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【本日のプログラム】 

司   会 三浦眞澄例会運営委員長               斉   唱 「我等の生業」  

スピーカー  会員卓話 鳥居慶輔君 寿金属工業㈱ 代表取締役  「鳥居慶輔とは」 
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（エリザベーチ ミチコ アラマキ ヨシダ）君 （通訳：NAKAYAMA LACSE HATSUMI YOSHIDA：妹） 
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食 事 スバカマナ(インド＆ベトナム料理) 

 

〔〔会会長長挨挨拶拶〕〕  

〔〔委委員員会会報報告告〕〕  

〈出席委員会〉朝岡 正委員長 

本日の出席数 54 名    

12 月 3 日のﾒｰｸｱｯﾌﾟ 19 名    

訂正出席率 100％ 

〈スマイルボックス委員会〉神谷 明委員長 

ヨシダ エリザベーチ君(BRAZIL Maringa-Kakogawa 

RC) キョウハジメテ トッテモ ウレシイです。ミンナヤサ

シイです。アリガトウゴザイマス。 

嶋津孝久君(刈谷 RC) 西尾 RC 様には初めてのメーク

アップです。本日はお世話になります。 

小澤育史君 ①クリスマス例会にご参加の皆様、親睦委

員会の皆様ありがとうございました。②ブラジルからようこ

そ西尾ロータリーへ③11/3 の 8C で西尾ゴルフのロング

ランコンペに登録したら 850 位のとび賞が当たりました。

ラッキー！ 

杉浦義浩君 ①BRAZIL Maringa-KakogawaRC よりエリ

ザベーチ ミチコ アラマキ ヨシダさんと妹さん、ようこそ

食 事 
スバカマナ 

(インド＆ベトナム料理) 
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土曜日はクリスマス例会に名古屋までたくさんの方にお越し頂きましてありがとうございました。

親睦委員会に良い企画をして頂き、大変楽しむことができました。重ねて御礼申し上げます。 

日が短くなり、冬至を迎える季節です。冬至は昼が一番短く、夜が一番長い日で、逆に夏至は

夜が一番短く、昼が一番長い日です。夏になると昼が長くなるのは、太陽が空の一番高いところを

通り、横断する距離が長くなり時間がかかるためです。冬至は太陽が低い位置を通り、横切る時間 

が短く済むので昼が短くなります。太陽の動くスピードが一定であれば毎年夏至・冬至は同じ日になるように思いま

すが、地球は太陽の周りを楕円軌道で回り、早くなったり遅くなったりしているため一定ではなく、赤道面に対して地

球が 23.4 度傾いていることも影響しているようです。2018 年の夏至は 6 月 21 日、今年は 6 月 22 日でした。来年

から 2055 年までは 6 月 21 日、2056 年は 6 月 20 日が夏至だそうです。冬至は今年が 12 月 22 日、来年は 12

月 21 日です。4 年毎に 12 月 21 日になり、残り 3 年は 12 月 22 日という周期だそうです。また、日の出は夏至が 1

年で 1 番早く、日の入は 1 年で 1 番遅いように考えがちですが、実は日の出は夏至の 1 週間ほど前が一番早く、

日の入は夏至の 1 週間後が一番遅いそうです。逆も同じように、日の出が一番遅いのは冬至の半月ほど後で、冬

至の半月ほど前の日の入が一番早いそうです。 

 また、冬至には柚子湯に入る習慣がありますが、夏至にはそのような習慣がありません。なので、夏至には夏みか

んの香りでも楽しんでみてください。それが新しい風習になっていくかもしれません。 



 

 

〔〔会会員員卓卓話話〕〕  

た。 

平岩博行君 鳥居さん卓話頑張って下さい。期待してい

ます。 

榊原茂太郎君 鳥居慶輔さん本日の卓話楽しみにして

おります。 

松本容明君 鳥居さんの卓話楽しみにしていました。頑

張って下さい。 

加藤敦成君 鳥居さん本日の卓話楽しみにしています。

頑張って下さい。 

保多正博君 鳥居さんの卓話楽しみにしております。頑

張って下さい。 

岩瀬淳治君 鳥居慶輔さん本日の卓話楽しみにしてい

ました!!頑張って下さい。 

鳥居慶輔君 卓話です。ドキドキです。一番苦手な分野

です。皆さん宜しくお願いします。 

神谷 明君 ①ガバナー補佐杯ではゆうゆうと参上した

ところ、沢山のお出迎えを頂き恐縮しました。スマイルで

す。②今年一年沢山のスマイルを有難うございました。

覚えのない方は来年こそ沢山どうぞ!! 

西尾 RC へ。②刈谷 RC より嶋津孝久さんようこそお越し

下さいました。③12/14 のクリスマス例会にはたくさんの

方にお越し頂き有難うございました。髙井親睦委員長さ

ん始め担当して頂いた皆さん本当に有難うございまし

た。 

山﨑周彌君  ①親睦委員の皆さんのおかげで楽しいク

リスマス会有難う。②2019 年の最終例会行事を充分に

楽しませて頂きました。感謝。 

松田茂治君 親睦委員会の皆さんクリスマス会の設営ご

苦労様でした。子供たちも喜んでいました。 

永江義澄君 ①楽しかったクリスマス例会ありがとうござ

いました。家内と写す毎年のスナップ写真、出来上がり

を楽しみにしています。石川さん修正の程お願いしま

す。親睦の皆さんお世話になりました。とても楽しかった

です。②鳥居(慶)さん卓話頑張って下さい。期待と楽し

みにしています。 

杉浦竜基君 ①鳥居さん卓話頑張って下さい。期待して

います。②クリスマス会ありがとうございました。子供たち

も喜んでおりました。 

天野 卓君 ガンバレ鳥居慶輔さん。 

杉田武男君 鳥居さん卓話勉強させていただきます。宜

しくお願い致します。別件で私事ですが本日息子が 13

歳の誕生日を迎えます。健康に育ち感謝です。 

芦田辰行君 鳥居さん卓話楽しみにしています。 

二宮英樹君 鳥居さん本日の卓話楽しみにしています。

頑張って下さい。 

鈴木隆弘君 鳥居さん卓話楽しみにしています。 

本田正則君 鳥居さん卓話すごく楽しみにしていまし

鳥居慶輔君 寿金属工業㈱ 代表取締役  「鳥居慶輔とは」 
私の生まれは京都です。父も母も碧南の生まれでしたが、父が東映に就職して京都に行き、その

後お見合いをして母も京都へ行ったそうです。両親・弟と家族 4 人で京都で暮らしておりましたが、

私が中学 3 年生のとき、父の両親が兄弟の内どちらかを碧南に寄越せと言ってきたそうで、中学 3

年の 3 学期から碧南に来て新川中学校に通うことになりました。高校は星城高校に推薦で入学しま

した。中学では父に言われ柔道部に入りました。高校 1 年のときの担任が国学院から来た新任の 

先生で、柔道とレスリングをやっていました。高校でも柔道部に入部しましたが 2 年のとき、その先生がレスリング部を

作り、引き抜かれてレスリングをすることになりました。その頃の愛知県のレスリング部は 4～5 校しか無く、少し勝つだ

けで表彰されました。大学でも 4 年間レスリングをし、新人戦で優勝もしました。その後、大学を卒業し就職するにあた

り、母方の祖父が創業した寿金属に入社しました。 

愛知県に帰ってこなければ、今の自分は無かったと思います。これも 1 つの縁だと感じています。就職後は生産や

現場を回ったり、品質保証の関係など 1 から様々なことをしてきました。2006 年タイへの出張の際、今の相談役である

鈴木さんに初めて「社長になりたいか」という打診を頂き、すぐさま「はい」と答えました。タイから帰国後 2009 年頃に役

員になり、5 年程前に社長になりました。社長になって経営の舵を取るときや会社対会社の大きな話の大変さを知りま

した。今になってようやくロータリーの先輩方から色々なご意見を頂き、60 歳になった次第です。これからも皆様からご

指導ご鞭撻を頂きまして、非常に微力ではございますが西尾ロータリークラブの力になれたらと思います。精一杯頑張

らせていただきますので、今後ともよろしくお願い致します。 


