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2014年9月に発売されましたが、この時は思ったほど

売り上げが伸びず､プロジェクトチームが立ち上がりま

した。徹底した消費者調査を行い、ターゲット層である

女性に手にとってもらえるように工夫して、チョコの写

真やイラストを排したパッケージにしました。上層部か

ら「このパッケージでは中身がわからない。売れるはず

がない｡」という意見が出ましたが、「あなたの年代がタ

ーゲットではない｡」と反論して、2016年9月、一新し

て販売にこぎつけました。カカオの産地にこだわったチ

ョコレートで他のチョコと比べて特徴的なのが､パッケ

ージです。通常は、チョコの写真や商品名、味の特徴が

大きく描かれていますが、この商品はいずれも目立たな

い扱いになっています。中味も通常の板チョコとは異な

り、板がすべて同じ形ではなく、形の違いで風味の変化

を楽しめるよう工夫されています。

販売直後からツイッターやインスタグラムで話題にな

り、販売計画を大きく上回りました。2017年の日経ト

レンディが選んだヒット商品ベスト30では第2位にな

りました。

職場で上の立場に立つと、自分の気持ちを優先して決め

つけて発言しがちですが､相手のことをよく考えてから

発言することも大切ではないかと思います。
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◆それでこそ□－タリー

◆出席報告

正会員 35(29)名出席21名

出席率 72．41％

松岡幹事報告

1）本日の配布案内；4月例会案内

2）本日例会後、理事役員会を開催いたします。理事役

員の皆様は4F栄の間にお集まりください

3）次週の例会は4月7日（水)6RC合同例会に変更

になっておりますので、お間違いなくご出席お願い
いたします。例会場は3Fヴェルサイユの閨です。

ｲ臺良目哉員表章三大谷会長挨拶

げると、自分も言わなきゃいけないと思うんでしょう

ね。それでみんな発言されるんです｡」と言われました。

このように相手の気持ちを考えず､決めつけた言い方を

する人がいます。「決めつけ」とは、相手の意見を受け

付ける姿勢を見せず、一方的に断定してしまうことで

す。

職場でも決めつける人をよく見かけますが､決めつけら
れた人が反論して販売にこきつけて、ヒットした商品を

ご紹介します。それは「明治ザ・チョコレート」です。

愛知県千種警察署

生活安全課生活安全第一係

名古屋市千種消防署

総務課庶務係消防司令安藤徹様

コロナウイルス感染防止の観点により多人数の会食が禁止

という署内の規定のため本日の表彰をご欠席､両署より挨

拶をお預かりいたしておりますので､社会奉仕委員長より

代読させていただきます

＞ご挨拶

◇愛知県千種警察署署長 青山明彦様

名古屋千種ロータリークラブの皆様には、平素から警

察業務の各般にわたり、御支援、御協力を賜り、深く感

謝申し上げます。

また、本日は当髻生活安全第1係に栄えある表彰をい

会長テーマ『不易流行』 本細止1#測員紙を他ﾉl1しております



ただき、心より感謝申し上げます。

さて、昨年は新型コロナウイルス感染症が、県民生活

や社会経済活動に大きな影響を与える中、千種警察署で

は治安維持のため、昼夜を分かたず諸対策に取り組んだ

結果、犯罪および交通事故の発生を大幅に減少させるこ

とができました。これも、ひとえに皆様方をはじめ、協

力機閨、団体や区民の皆様の御協力の賜物と感謝する次

第であります。

本年も「安心」して蟇らせる「安全」な千種区を確立

するため､新型コロナウイルス感染症感染拡大防止を図

りながら、犯罪や交通事故に遭わないための情報発信を

推進しつつ、犯罪の抑止と検挙、交通事故の抑止に署員

一丸となって取り組んで参りますので、引き続き皆様方

の御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。

おわりに、貴クラブの益ﾉﾏの御発展と会員の皆様の御

健勝を心から祈念いたしまして私の挨拶とさせていた

だきます。

ていただけますよう、準備を万端に整えておく必要があ

るものと考えています。

千種消防署におきましては、新型コロナウイルス対策は

もとより、防火、防災対策等を、今後とも全力を挙げて

実施し、市民の皆様の安全と安心を守っていきますの

で、皆様におかれましては、引き続いてのご支援、ご協

力をお願い申し上げます。

最後となりましたが､名古屋千種□一タリークラブ様の

益々のご発展を祈念申しあげ､挨拶とさせていただきま

す。

◇名古屋市千種消防署総務課庶務係

消防司令 安藤徹様

この度は、 「優良職員表彰」という栄えある賞をいた

だきまして、誠にありがとうございます。

私は、名古屋市消防署に採用されてから今年で40年に

なります。この間、警防隊員として災害現場で数多くの

経験、体験をしてまいりました。

近年は、複雑多様化する災害が多く、高度な知識、技

術を必要とする困難な災害が発生しています。

また、発生が予想されている南海トラフ地震に備えなけ

ればなりません。

このような中、経験豊富な職員が大量に退職し、若い

職員が大量に採用されてきました。消防も若い職員のレ

ベルアップを図るために知識､技術の伝承が急務となっ

ています。消防という仕事が、火災、救急に限らず、地

震や風水害等いつ起こるかわからない災害に立ち向か

い、災害対応しなければならないという経験がものをい

う職種のため、定年までの間、若手職員の育成を図り、

千種区を含めた市民全体の災害が軽減できるよう仕事

を進めていきたいと思っています。

本日はどうもありがとうございました。

Rotary署笠
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◇愛知県千種蜑察署生活安全課生活安全第1係

代表警部補 大山貴志様

本日は栄えある表彰をいただき、誠にありがとうござ

います。

当係は、住宅対象侵入盗や自動車盗、また、オレオレ

詐欺をはじめとした特殊詐欺等の犯罪抑止対策高担当

しております。

昨年は新型コロナウイルス感染症による生活様式の変

化もあり、千種区では犯罪の発生を減少させることはで

きましたが、自動車盗や特殊詐欺等の犯罪情勢につきま

しては、依然として憂慮すべき状況にあります。引き続

き、皆様の御支援をいただいて、 「安心」して暮らせる

「安全」な千種区を実現するために、署員一丸となって

取り組んで参りますので、よろしくお願いいたします。

本日は、誠にありがとうございました。

◇名古屋市千種消防署署長 溝口尚弘様

名古屋千種ロータリークラブの皆様には、日頃から消

防行政にご理解とご支援を賜り厚くお礼申し上げます。

また、この度、当言の職員に栄えある表彰をいただき、

心より感謝を申し上げます。

さて､昨年当初から1年以上が経過したのにも係わら

ず､新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっている状

況ですが、なかなかトンネルの先が見えず、 「新しい生

活様式」と格闘されている方が多いのではと思います。

我々消防の世界でも、新型コロナウイルス感染者の救急

搬送など関係も深く、感染防止のため、特別な感染防止

衣､感染防止ゴーグル等の言装や救急搬送後の救急車内

の消毒など、市民の命を守るため、これまで以上に時間

と手間をかけ、注意を払っている状況です。

今後、ワクチン接種が始まると、新しい生活様式に変化

が生まれることを期待していますが､まだ､当分の間は、

これまでどおりの対策が必要となると考えています．皆

様も、感染防止には十分留意していただきたいと思いま

す。

ところで、今年は、東京オリンピックが開催されるこ

ととなっていますが､新型コロナウイルスの影響が懸念

されています。是非とも、オリンピンクが盛大に開催さ
れ、世界中の皆様に安心して日本へ、そして名古屋へ来

3分間スピーチ

☆会員 鈴木聖三君

昨年7月、栄に「ほぼ栄駅一番出□

のれん街」、それから一昨年12月、

金山に「金山小町」という名前の飲

食店横丁がオープンしましたがご存
じでしょうか。今日は栄の開発のこ

とをお話するつもりですが、準備も

十分ではなく、まとまりのない話に

なるかもしれませんがご容赦いただきたいと存じます。

いまが盛りの桜ですが、ご覧になられたでしょうか。

3月上旬の早咲きの桜、木蓮の花、そして満開の桜とい

うことで、コロナの感染で世の中は明るい雰囲気が感じ

られない状況が続いていますが、自然はきちんと季節を

覚えていて大したものだなと思います。

桜といえば、栄には東西に桜通、錦通、広小路通、南北

に久屋大通というメイン道路が走っています。この「桜

通」には「桜」という文字が入っていますが、両側は桜

ではなくイチョウ並木です。80年ほど前に拡幅された

桜通ですが､当初は桜とイチョウとが交互に植えられま



したが、イチョウだけが大きく成長したことのようで

す。 「桜通」の名前は、 1537年創建の、錦にある「桜

天神社」に由来があるといわれています。 「広小路」は、

江戸時代の万治3年(1660)に名古屋の城下町で大火

があり、多くが焼けてしまいました。その後、防火のた

め道が拡張されましたが、それが「広小路」となったと

いうことです。 「錦通」は、古今和歌集にある和歌の言

葉から名付けられたそうです。この通りの下を走るのが

昭和32年（1957）に開通した地下鉄東山線です。

「久屋大通」の「久屋」という地名は、尾張藩初代藩主

の徳川義直が末永く繁栄することを願って久屋町と命

名したことが由来で、それがこの通りの愛称になったと

いうことです｡名古屋の中心を貫く幹線道路の名称です

が、その由来に歴史を感じるところです。

さて、栄の開発については、以前お話をしたことがあ

りますが､今日はその後の開発の動きについて話してみ

たいと思います。2年ほど経ちますので、計画が実現し

たもの、計画がより具体化したもの、新たに構想が示さ

れたものなど、様々です。

まず、久屋大通公園の整備事業です。公園を北・テレ

ビ塔・南の3つのエリアに区分し、順次整備しようとい

うものですが､北エリアとテレビ塔エリアの整備が昨年

9月に完了し、 「Hisaya-odori Park」という愛称でオー

プンしました。商業施設「RAYARDHisaya-odoriPark」
も同時に開業しました。このエリアは、テレビ塔を中心

として、中央にテレビ塔が映る水盤が作られ、両サイド

にはグルメやファッション、スポーツなど多彩なジャン

ルの35店舗が出店。パークワゴンや屋外卓球台の貸し

出しなども行われています。私も何度か足を運びました

が、広々としてリラックスでき、楽しめる空間で、今ま

でとは違った雰囲気の公園が誕生したと思いました。

テレビ塔は、昭和29年（1954）開業以来初となる全体

の改修工事が行われました。 「MIRAITOWER」をコン

セプトに工事が行われ、昨年7月に完了しました。2階

はレストラン、3階はカフェとショップ、そして4階と5

階にはホテルが入っています。外観のライトアップは

LEDによる照明に変更され､精細な映像も映し出すこと

ができるということで、夜のテレビ塔もずいぶん変わり

ました。また、ネーミングライツということで、この5

月から「中部電力MIRAITOWER」と呼ばれることが公

表されました。このネーミングはコンセプトを踏まえた

ものとなっています。

南側のエリアは、市バスターミナルの跡地が「ミツコシ

マエヒロバス」として、昨年3月にオープンしました。

「ヒロバス」は「ヒーロー・ヒロイン」と「ヒロバ」と

「バス」をかけた造語です。70mトラックや人工芝でで

きたスポーツ広場が設けられ、レストランやコンビニが

出店しています。この跡地利用は2023年3月までの暫

定的なもので、現在、南側全体の整備について検討が行

われていますが、都心の憩いとなる公園、毎日にぎわう

公園、まちを歩きたくなる公園といった視点を取り入

れ､そして大須に繋がる人の流れも作ろうということが

考えられています。

次に、栄の大津通交差点付近です。西側角の日本生命

ビル跡地のビルが完成しました。大丸松坂屋百貨店に一

括賃貸しされ、昨年11月にパルコによる商業施設「ビ

ーノ(BINO)栄」が開業しました。このビルは、開業5

0周年の改装なったサカエチカと直結されています。地

下街では、同じ時期にセントラルパークがリニューアル

されています。交差点東側の角地の再開発計画は、名古

屋市所有の土地を民間に売却し､大丸松坂屋が所有する

土地と合わせて開発するというものです｡事業主体が決

まり、地上36階・地下4階、高さ約200メートルの超高

層ビルの建築計画が、来年薑工、2026年使用開始の予

定で進められています。南側では、名古屋三越栄店が入

るビルの建て替え構想が打ち出されました。2029年の

完成を目指し、地上34階・地下4階、高さは現在の約4

倍近くの180mの高層ビルを建築しようというもので、

関係者の話し合いが始められています。この西側の地域

では、 「栄町ビル」と「二ユーサカエビル」も含めた一

体的開発の構想が示されています。その中の丸栄百貨店

はすでに解体されています。

久屋大通公園の東側では、中日ビルの建て替え工事が始

められています。解体が終わり、今年に入ってから新築

工事が言工されました。完成すると、オフィス、ホテル、

商業施設、多目的ホールなどが入る、地上33階・地下5

階、高さ約160mのビルとなります。2023年夏の竣工、

2024年夏ごろの全体開業が予定されています。

栄から北へ目を転じると、愛知県体育館の整備が始まり

ます。約800m北の名城公園北園に移転し、延面積58,

400㎡の体育館が建設されます。事業者も決まり2026

年のアジア大会にも利用できるよう、 2025年夏のオー
プンが予定されています。

「三の丸地区」の再整備の機運も高まっています。官

庁街の建物に築50年以上の建物が多く、建て替え時期

を迎えることもきっかけの一つのようです｡実現にはず

いぶん時間がかかるといわれていますが､人を呼び込め

る街にしようという提言も出され､今後の検討が待たれ

るところです。

人□が減少傾向にあり、また、新型コロナ感染症の影響
等もあって､長期的な展望が描きにくい時代になりまし

た。しかし、地域の開発・整備は発展に欠かせないもの

であり、将来へ向けて歩んでいくためにも必要なもので

す。栄地区は、ビジネスの街、商業の街であり、また憩

いのある空間を持った街です。また、歴史や文化の香り

漂う街ですので、ぜひ、皆さんで協議して、開発・整備

をしていただきたいと思っています。

それから、全体の開発の方針のもと、個々の建物や施設

を整備していくときに、コンセプトを明確にし、それを

打ち出していくケースが増えてきました。

例えば、先ほどお話しした久屋公園の「RAYARD」とい

う名称は、年齢や性別問わず、誰もが訪れ、楽しむこと

が出来る場所ということで、 “層・重なり”という意味

の英語の｢LAYER｣に､｢光｣という意味の英語の｢RAY｣、

「庭」という意味の英語の「YARD」、つまりは「光の
当たる庭」という意味を加えて名付けたということで

す。また、テレビ塔の「MIRAITOWER」は、 1000年

後も生き続け、世界的文化財として未来をつないでいく

という趣旨を表したものだそうです｡人ﾉﾏの興味が多様

化する中で、こういったコンセプトを形成し、打ち出し

ていくことは、開発にとても大切なものだと思います。

テレビ塔の地上90mにある展望台は「スカイデッキ

MIRAI 360」と名付けられています｡遠くには御岳山や

白山、伊吹山など、文字通り360度の雄大なパノラマを

楽しむことが出来ます。また、名古屋城や名駅の高層ビ

ル群、足元の「オアシス21」や栄の交差点、久屋大通

公園も一望できます。

私は､飯田街道沿いの東門前町､いまの東桜で生まれ、



’'第9回理事役員会議事録テレビ塔を間近に見て育ちました。数十年間を振り返り

ますと、街並みの変わりようは目を見張るものがありま

す。テレビ塔の展望台からの景色を見ながら10年後の
変貌した栄の姿を想像してみるのも、夢があり、楽しい

ものではないかと思う次第です。興味のある方は、一度

上ってみてはいかがでしょうか。

締めくくりになりますが､テレビ塔にオープンしたホ

テルですが、5階には広さ60rTiのスイートルームが2室

あり、その部屋の屋外に設けられたウッドデッキからは

栄の景色を眺められます。4階の宿泊ルームはテレビ塔

の鉄骨が生かされた部屋の構造になっています。しゃれ

た雰囲気をもったホテルだと思いますので、次年度の1

0月19日、名古屋千種□－タリーの職場例会で見学する

機会を企画したいと思っています。皆さん、楽しみにし
てお待ちください。

3月30日

【承認報告事項】

1.春季家族会について(親睦委員会）

5月11日(火)の例会を変更＝5月15日(jz)11:30

南知多｢粛海風｣にて食事会（昼食）
現地集合現地解散

当日宿泊も可能｡コロナ感染拡大防止の観点より､今年

の家族会は子供の参加は無し。会費お一人8,000円

4月中旬には会員ご自宅へご案内郵送

2．諮問会の開催について（議題:2022-23年度開催

予定クラブ創立40周年実行委員長指名の件）

4月13日(火)13:40開催

3． （株)名古屋三越星ケ丘店長大橋幹夫君が3月末で

異動｡4月1日付にて後任岡本修氏が着任。後任の岡

本修氏が新入会員として入会されますので､全会員へ通

知させていただきます｡このコロナ禍で例会への出席につ

いては前任者同様未定｡入会式日程については本人と相

談の上決定。

4. 2022-23年度東名古屋分区ガバナー補佐候補につ

いてガバナーエレクトより正式な推薦依頼が届きました。

総会で既に承認されておりますので､当クラブより池森由

幸氏を推薦､書面提出いたしました。

5．会員藤田千津子さんより6月末での退会届が提出さ

れました。

6．次年度社会奉仕事業として､今期補助金事業｢花いっ

ぱいプロジェクト｣の畑管理を継続して行うことが理事会

承認されておりましたが､東山植物園より花畑の再整備

工事を行うため令和4年度の｢春花壇｣作業は休止との通

知があり､予定しておりました次年度の花いっぱいプロジ

ェクトは中止｡区画契約については取り消しではなく継続

され､令和5年度の畑より作業が再開になります。

7．オニバス委員会報告／複数年にわたり継続してきま

したオニバスプロジェクトですが､この度､植物園の温室

完成に合わせ､ミズーリ植物園よりパラグアイオニバス種

子を寄贈して頂きました｡2月に植物園へパラグアイオニ
バスの種子が届き､発芽したとの報告を受けております。

4月8日に種子の贈呈式を会長･幹事･オニバス委員が

出席し植物園にて行う予定。

8． PETS報告/3月20日名鉄グランドホテルにて会

長エレクトセミナー(PETS)が開催｡次年度RI2760地

区沓名俊裕ガバナー地区方針「チェンジロータリー新時

代の成長に！～コロナゼロ．カーボンゼロ支援～」

奉仕活動の中でも､特に新型コロナウィルス対策とカーボ

ンゼロ対策への支援に重点を置いた活動を推奨。

シェカールメータRI会長が掲げる｢EachOneBringOne」
を受け､2760地区は会員の基盤を広げることを目標に、
特に女性会員の比率を引き上げ(地区6％女性の比率を

8％に引上げ）

9． ロータリー青少年交換に関して／コロナウィルス流行

のリスクアセスメントの結果を検討し､かつウィルス流行

が世界各地に及ぼしている影響をモニタリングした結果、

RI理事会は2022年6月30日まで青少年プログラム

を一時停止することを決定｡(2022年8月派遣に向けて

の交換プログラム希望者を募集）
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小林英毅／久しぶりの例会参加です。皆さんの

顔は覚えていますが、名前が出て来ません。
どうぞ宜しく・ ・ ・

会員．ご夫人誕生日お祝い結婚記念日お祝い

鈴木聖三／本日3分間スピーチを行います。

宜しくお願いします。

渡邊源市／春が来ました。がんばれドラゴンズ

吉田 玄／会員。ご夫人誕生日お祝い

結婚記念日お祝い

足立一郎 朝倉寿宜 福井浩道

萩原喜代子 長谷川亨 池森由幸

河合隆史 松岡多加倫 宮尾紘司

太田和孝 大谷 恩 笹野義舂

谷口 優 舎人経昭 碓氷美佳

吉田 玄

22件|合計102,000円’
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＞今後の例会のご案内

4月は/淳子の鱈農鍛/です

4月13日（火）12:30名古屋東急ホテル3F錦の間

◎友愛の日

4月20日（火） 12:30名古屋東急ホテル3F錦の間

◎クラブフォーラム

例会後13:40～現･次年度合同クラブアセンブリー

現･次年度合同理事役員会

4月27日（火）休会

5月4日（火）休会

5月11日（火）‐例会変更15日(土)11 :30

．春季家族会「粛海風」

事務局休館：4月29日～5月5日

＊休館中の緊急連絡については､ポケット名簿に掲載の緊急連

絡網に沿ってご連絡をお願いいたします

次回例会: 2021年(令和3年) 4月13日(X) 12:30名古屋東急ホテル3階錦の間

友愛の日


