
 

第 1159 回 例会  Ｎｏ．13 令和3 年 3 月11 日 (木) 

創立記念例会 

■ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ゙  「君が代」奉仕の理想」 

■出席報告 会員４４名中３０名出席 

■出席率 

■スピーカー 

■ゲスト 

７１.４３％   出席計算人数４２名 

タレント 沢井里奈 様 

米山奨学生 ダダボエブ アフロル君 

 

 

会長挨拶                    成田勝彦 

皆さん,改めましてこんにちは。 

 今日 3 月 11 日の 14 時 46 分 。皆さんもご存知だと思い

ますが、 東日本大震災 が発生した時刻です。 あれから

10 年が経ちました。 被災者の多くの皆さんは、家族の思い

出が詰まった 震災前のまちの復興を願っていると思いま

す。まだまだ復興再生には程遠いような気がします。この先、

災害に強いまちを作っていただき、そして復興の推進に力

を注いでいただければ幸いと思います。 本日は創立 26 周

年記念例会として、ささやかではありますが乾杯と、それか

ら武山さんのご紹介であります、アイドルグループの沢井さ

んに卓話をお願いしました 。私もこのロータリーに入会して

から、アイドル系の方にお話を伺うのは初めてです 。とて

も楽しみにしています。よろしくお願いします。 簡単ですが

終わりにしたいと思います。 

 

３月の祝福 

誕生日 結婚記念日 

5 日 成田勝彦さん  

9 日 長谷川さんご夫人  

17 日 有沢さんご主人  

18 日 山鳥さんご夫人 安江英雄さん 

24 日  森田正樹さん 

28 日 立石ゆかりさん  

30 日 宮崎憲治さん  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月の祝福 

誕生日 結婚記念日 

１日 松尾さんご夫人 １１日 大塚さん 

２日 古川さん  

１５日 水野さんご夫人 

１６日 森田さん 

１７日 藤田さん 

１８日 堀江俊通さんご夫人  

 

入会式 

新会員をお迎えいたしました。会員一同心より歓迎申し上げ

ます。 

黒田覇太朗さん （紹介者：藤田守彦、立石ゆかり） 

ご挨拶 

皆さんこんにちは。 黒田覇太郎と申します。 

名古屋みなと・丸の内 RC の共同提唱で活動しておりまし

た、名古屋中央ローターアクトクラブにて 5～6 年ほど活動

をして、前の期に卒業し、この度、名古屋丸の内ロータリー

クラブに入会させていただくこととなりました。 

私は名東区で塗料の卸を営んでいるのですが、その傍らロ

ーターアクトクラブの活動を通じて、ロータリーの精神を学

んできました。 

今までは名古屋丸の内ロータリークラブに提唱頂いて活動

してきたわけですけれども、いつかは自分も提唱する側に

回って、施された恩返しを、後進を育てることにで行なって

いきたいと思っておりました。  

入会することが出来てとても嬉しいです。 

わからないことだらけですが、これからも皆様のご協力をい

ただきながら頑張っていきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします 。 

 

今後の例会予定 

３月１８日（木）休会「春分の日」 

３月２５日（木）「PETS 報告」会長エレクト亀井克典さん 

４月 １日（木）休会（定款第7 条第1 節-d） 

４月 ８日（木）卓話 愛知県立名古屋聾学校 



新会員紹介 

 

氏名 
黒田覇太朗 

クロダ ハタロウ 

紹介者 藤田守彦、立石ゆかり 

職業分類 塗装製造 

生年月日 1990 年1 月23 日 

趣味 ゴルフ、旅行、グルメ 

事業所 INNOCENCE JAPAN㈱ 部長 

465-0093 名古屋市名東区一社2-30 

TEL052-715-6422 

FAX052-715-6427                

 

 ３月１１日ニコＢＯＸ 
藤田さん ローターアクト OB 黒田覇太朗さん、入会お

めでとうございます。 

●大変な幕開けとなりましたが、皆様の元気なお顔を

拝見できてうれしく思います。本年もどうぞよろしくお願

いします。  

成田会長、大塚、上野、恵利幹事、横田、堀江亮介、

小原、岩田、田島、安江、立石、中野、髙橋、川原、 

武山、石井、西川、水野、高山、佐久間、加藤、 

長谷川、古川、後藤、亀井 （敬称略） 

●春の健康感謝ニコニコ Day 成田会長以下 20 名 

本日合計 １０６，０００円 

 

乾 杯 

発声 副会長 大塚嘉彦 

皆さんこんにちは 。名古屋丸の内ロータリー26周年と

いうことで 、皆さんにとってはあっという間でしたで

しょうか？ 長かったなあと思いでしょうか？ 私にとっ

ては非常に居心地のいい場所。私の性格でよく26年も

続いたなと思っています。 ただし、居心地の悪い場所

でも私、居心地の悪い人と今年か来年金婚式です。どの

ように誤解をされても結構でございます。 コロナコロ

ナでうんざりしております。 

 

 今までの地球上の歴史を紐解きますと、大体5回、一

番強い生物が絶滅してきております。 1億年前の恐竜、

2億年前の三葉虫、三億年前のアンモナイト、 4億年前

のコロナまがいのものとか。 ちょうど今、100万年か

200万年はサバを読んでいますけど1億年目･･･。 コロ

ナが一番強いのではないかと、そう思っています。 誰

かが言いましたね。2番じゃダメなんですかと。人間2

番でいいですよ。 必ずコロナはいつかは滅びます、一

番ですから。我々もロータリーで 2番を目指しましょ

う 。名古屋市で2番、地区で2番、日本で2番、世界

で2番と 2番を目指しましょう。それでは26周年を記

念いたしまして、30周年記念、50周年記念、より良い

ロータリーを目指して 頑張りましょう。乾杯！ 

 

米山奨学金 

米山奨学金３月分を、またクラブより大学修了祝いを 

ダダボエブ アフロル君に、成田会長より贈呈いたしま

した。 

 

 

ダダボエブ アフロルさんご挨拶 

皆さんこんにちは 。今日は話をする機会を与えていた

だいて、とても光栄に思います 。ロータリー米山奨学

生となって、人生が変わったことについて少しだけお話

をしたいです。私にとって皆さんに出会ったことが 一

番の成果です。皆さんとは大学生としては出会うはずは

ないのですけれども、米山奨学生だから会えました。皆

さんと例会や色々な集会で会う機会もあり、周りにたく

さん成功者がいるということで、目標に向けたモチベー

ションも高くなりました。そのおかげで第一志望の企業

から内定をもらい、日本と母国の間の架け橋となるきっ

かけの第一歩を踏み出すことができました。さらに奨学

金をいただいていることで 生活に困ることなく、安心

して勉強に専念出来ました。その結果、私の専門である

都市建設工学科の全ての学科科目の授業を履修しまし

た。また卒業研究でも高い点数を取り成果があったの

で、今年の10月に PC コンクリートシンポジウム 発表

することになりました。皆様と話したり話を聞いたりす

ることで、私の日本語能力も上がり、コミュニケーショ

ン能力まで向上しました。ロータリークラブでいい思い

出をたくさん作りました。皆様と一緒に歌舞伎に行った

ことや、忘年会、皆様から送られた年賀状など、全てが

私の宝物の思い出です。名古屋丸の内ロータリークラブ

に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうござ

いました。 

 

地区委嘱状伝達 

次年度ガバナーより以下の方に地区委員会出向委嘱状が

届いておりますので、成田会長より伝達いたしました。 



地区社会奉仕委員 後藤 敞さん 

地区グローバル奨学生・平和フェロー副委員長 田中如以さん 

地区米山記念奨学副委員長 武山卓史さん 

 
※田中さんはご欠席のため後日お渡しいたします。 

 

卓 話 

「アイドルとして走り抜けた3303日」 

アイドルグループdelaキャプテン 沢井里奈 

皆さんこんにちは。ただいま紹介していただきました

delaキャプテン 沢井里奈と申します。本日は貴重なお

時間をいただきまして本当にありがとうございます。 

少しでもdelaというグループを知っていただけたら幸

いです。 delaは 2012年4月結成のグループで、今年

の4月で9周年を迎えます。 

私たちdelaは名古屋駅西口新幹線側の椿町エリア活性

化のために誕生したグループです。地元名古屋を中心

に、テレビラジオ CM 出演の他、様々なイベントで ラ

イブをさせて頂いております。私がなぜアイドルになろ

うと思ったのかというと、E-girlsさんのボーカル、鷲

尾玲菜さんにあこがれて、それがきっかけでこの世界を

目指しました。 E-girls さんのデビュー当時は、CD の

リリースごとに名古屋にもリリースイベントでいらっし

ゃっていたので、イベント会場に足を運び、CD を買う

と握手券が付いてくるので、それをいっぱい買って、い

っぱい握手会に並んでいました。鷲尾玲菜さんが 同い

年ということもあって、同世代の方が夢に向かって一生

懸命頑張っているという姿に刺激を受け、私もオーディ

ションを受けようと思いこのdela のオーディションを

受けました。 

私は1期生として活動をしているんですけど、 その一

番最初の立ち上げメンバー のオーディションには落ち

てしまって、モデル枠という形で拾っていただきまし

た。アイドルになりたくて受けた ので 、すごく悔しか

ったですけど、合格メンバーの後ろでダンスレッスンに

参加させてもらったり、練習をしながらみんなのポジシ

ョンを覚えましたが衣装も靴もなかったので、撮影に参

加できずに いました。ある時メンバーが 来れなくて、

その代わりに出演することを重ねていき、 気がつけば

私も正規メンバーになっていました。元々はこうして人

前に立つことも、ましてや人前で話すことはとても苦手

で、人と会話をすること、コミュニケーションをとるこ

とも苦手で、リーダーというタイプでもなく、こういう

貴重な体験をさせて頂いて、人としても成長させていた

だいたと思います。メンバーは 一番下は1２歳から２０

代後半までいるので、ジェネレーションギャップを感じ

ることもあります。性格もそれぞれなので、なかなか難

しいところではあるんですけれも、みんな仲良く頑張っ

ております。ちなみにコンセプトが「名古屋からアジ

ア、世界へ」で、名古屋の良さを日本だけではなく世界

へ発信していこうということで、今までに20回ほど海

外遠征にも行かせていただきました。ドバイの ブルジ

ュ・ハリファ、ベトナム、シンガポール、ハワイ、中国

などいろんなところへ行かせていただいたのですけれど

も、その中でも特に思い出に残っているのがメキシコで

す。メキシコシティと名古屋市が姉妹提携の周年の年で 

ジャパンウィークというイベントに参加させてもらいま

した。メキシコのファンの方は熱量がすごいんですね。

ファンミーティングで、名前の書いたタオルを持ってく

ださったり、横断幕を作ってくださったり、名前を言う

だけでも歓声が上がるくらいでした。やっぱり言葉の壁

というのはありまして、delaの楽曲はもちろん日本語な

ので、曲の意味を伝えるのはなかなか難しかったです。

メキシコでは akb48さん、モーニング娘さんとか 日本

のアイドル文化がとても人気があります。 なのでコー

ルとかミックスと呼ばれるアイドルの応援の仕方は、メ

キシコでも同じ。 言葉は通じなくても お客さんと一緒

になって楽しめる ライブができました。日本の文化を

好きでいてくれることも嬉しかったですし、今でも SNS 

を通して毎日メッセージを送ってくださる方がいて、そ

ういう交流が嬉しいなと思います。 こういう海外遠征

を始め、9年間でたくさんのお仕事をさせていただいた

んですが、その中でも特に印象深いお仕事がを三つピッ

クアップしました。まず一つ目が ナゴヤドームでの国

歌独唱です。 2018年のファイナルシリーズの初戦 にな

ります。ソロでも音楽活動させていただいておりまし

て、それを見てくださった球団の方が声をかけてくださ

いました。お話は本番の1ヶ月ぐらい前に頂いて、そこ

から毎日1ヶ月間 

国歌と向き合う

日々でした。今ま

で何度も国歌を歌

ったことはあった

んですが、ここま

で向き合ったのは

初めてです。今ま

でのお仕事で一番



緊張したかなと思います。まさか自分が数万人を前にド

ームで国歌を歌うなんて 今でも夢のようです。この日

は無事試合も勝ちまして、今津選手の1000登板達成と

いう 特別な日にもなって嬉しかったです。次は野球の

始球式です。2019年のファームの開幕戦のナゴヤ球場で

すが、このお仕事を始めてからは始球式というのは夢の

ひとつだったので、それを叶えることができて嬉しかっ

たです。次に三つ目です。行政の仕事を沢山させて頂い

たことです。警察のイベントで交通安全県民運動やキャ

ンペーン中のビジュアルを担当させていただいたり、啓

発活動させていただきました。また、名駅前のパレード

で1日消防官をさせていただき、名古屋市消防団サポー

ターとして、 消防団のイベントにも参加させていただ

きました。ほかには名古屋まつりで千姫役をさせて頂き

ました。私たちは松坂屋名古屋店公式応援サポーターを

務めておりましたので参加させていただきました。仕事

を通じて行政やまちづくりに興味を持ち、より名古屋が

好きになりました。 

最後に、コロナ禍によりおうち時間が増えてきたこの時

期に、改めて 自分の今後の生き方について考えるよう

になり、この4月にdela を卒業することに決めまし

た。 その卒業ライブが4月17日土曜日に Zepp 名古屋

で開催されます。 是非興味のある方はこの後 武山さ

んにお声かけいただければ幸いです。メーテレの「知り

たい嬢」、ケーブルテレビのスターキャット 「中日ドラ

ゴンズ応援番組 ドラゴンズナビゲート 」、中部電気保

安協会さんの CM ラジオにも出演しております。是非、

見かけたらあの時の人だとか、声を聞いたらあの時の声

だと 思って頂けたら嬉しいです。 dela を卒業してか

らも個人として このお仕事は継続していきます。また

どこかでお会いする機会がありましたら その時はお力

添え頂けましたら幸いです。 今日は貴重な時間をいた

だきありがとうございました。 

※一部個人情報は省かせていただいております。 

 

 

 

 

 

 

 

第 8 回 理事会議事録 

令和3年２月４日（木）12：00～ 

名古屋クレストンホテル 例会場 

出席者  成田、大塚、高山、今村、加藤、立石 

     堀江亮介、岩田、恵利、松尾 

議題 

１. 次年度新規米山奨学生君セラー選出の件             

矢野雄嗣  副）立石ゆかり     承認 

１．緊急事態宣言下における今後の例会実施案  承認 

    〃「歴代会長幹事会」延期の件     承認 

１．その他   

ガバナー補佐「ICレポート」校了の件   承認 

第 9 回 理事会議事録 

令和3年３月４日（木）12：00～ 

名古屋クレストンホテル 例会場 

出席者  成田、大塚、亀井、今村、加藤、立石、小原 

     堀江亮介、長谷川、岩田、恵利、松尾 

議題 

１. 市内２５RC社会奉仕下半期分担金納付報告 

「桜の回廊プロジェクト」協力金納付報告 

１．米山奨学生 修了祝の件          承認 

１. 財団年次寄付・ポリオ寄付目標額の件 補填 承認 

１．地区研修協議会登録料の件 集める     承認 

１．その他 

  Zooms会議の設定練習 

歴代会長幹事会 

令和3年３月11日（木）13：40～ 

名古屋クレストンホテル ノースバンケット 

司会進行 高山、古川 

出席者 大塚、磯部、安江、後藤、長谷川、藤田、西川 

 岩田、田島、矢野、成田、松尾、武山、恵利 

議題１ カンボジア支援事業系軸についての案 

  ２．新規事務局員雇用条件についての案 

  ３．今後の周年事業などの準備について 

  ４．クラブ戦略 今後5年間の目標について基本を固める 

 

 


