
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先回例会の記録 

第 326回 2021年 8月 6日（金）晴 

 

ゲスト 

ガバナー補佐訪問例会 

ガバナー補佐 伊藤  彰 君 

分 区 幹 事 永井 伸治君 

地区副幹事 寺田 孝司君 

 

君が代斉唱 

ロータリーソング 「四つのテスト」 

ソングリーダー 寺島 淳一君 

演 奏  横井 知代君 

 

【会長挨拶】山田 勝弘 

過日は、大変暑い中、イン

ターアクトクラブの年次大

会、そして地区補助金による

社会貢献事業の開催、それぞ

れ佐藤実行委員長、鈴木社会奉仕委員長のもと、メン

バーの皆様はもとより、津島東高校、地域のボランテ

ィア団体の多くの皆様のご協力により無事に開催でき

たことに厚く御礼申し上げます。 

インタアーアクトクラブ年次大会は昨年度の中止、

今年は西尾張 CATV 様のご協力をいただきオンサイ

ト、ユーチューブでのオンライン配信での開催、すべ

てが初めてのことで佐藤実行委員長を始め実行委員会

の皆様は大変ご苦労されたことと思います。 

また、地区補助金事業では、千田先生の講演、来場

者が全くの未知数でしたが、およそ600名の地域の皆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様に、ご来場いただき、大変有意義な講演会となりま

した。 

翌日の園田館長の講演会も津島神社の講演会場に入

りきらない多くの方々にお越しいただくことができま

した。鈴木社会奉仕委員長をはじめとする、多くの方々

のご協力の結果だと感じております。そして事務局の 

佐藤さん大変お疲れさまでした。 

そして、本日はガバナー補佐訪問例会となっており

ます。 

今年度は、尾張大國霊神社国府宮で通常例会を開催

されています、稲沢ロータリークラブの伊藤ガバナー

補佐、永井分区幹事、そして安城ロータリークラブか

ら遠路 寺田地区副幹事、（加藤地区スタッフ）にお越

しいただいております。 

後程、伊藤ガバナー補佐様より、卓話、例会終了後

はクラブ協議会を開催させていただきます。本日の卓

話、そしてクラブ協議会の内容を十分に踏まえ、8 月

30 日の沓名ガバナーの公式訪問に備えたいと思いま

す。 

本日はよろしくお願いいたします。 

 

【出席者報告】 

 会 員 総 数  56名   7月 22日分修正 

 出席免除会員  17名   欠席会員  6名 

 出席会員数  50名   MAKEUP会員 13名 

 出 席 率 90.91％   修正出席率100％ 

 

本日の例会  第3264 回  2021年 8月 20 日（金） 

ゲスト及びビジター 

 

無し 

 



【幹事報告】飯村 理 

1．本日はガバナー補佐訪問

例会です。例会終了後にク

ラブ協議会を開催します。

会長、幹事をはじめ役員・

理事・委員長の皆様及び入会 3年未満の会員の方は

出席をお願いします。 

2．本日、「ロータリーの友 8 月号」、「ガバナー月信 8

月号」、会員名簿の訂正版を配布しております。また、

「ＲＯＴＡＲＹ8 月号」を入口の掲示板に掲示して

います。 

3．3 月 14 日に開催された地区大会の記録誌を、登録

された方に配布いたしました。 

4．8 月 30 日名鉄グランドホテルにて行われる、ガバ

ナー公式訪問例会のお知らせを配布しました。出欠

席の回答を 8 月 20 日までに事務局までお願いしま

す。 

5．11 月 7 日に開催される地区大会のお知らせを配布

しました。 

6．次週、8 月 20 日の例会において臨時総会を開催し

ます。 

7．次回例会終了後、例会場にて第２回役員・理事・委

員長会議を開催します。該当の方はご出席お願いし

ます。 

8．8月 7日（土）から 8月 15日（日）まで、事務局

が休みとなります。  

9．ガバナー月信 7月号28ページ注意書き部分に誤り

がありました。訂正内容を掲載いたします。 

10．本日、ロータリー財団セミナーが名古屋東急ホテ

ルで開催され、浅井彦治地区委員と神谷里明ロータ

リー財団委員長が出席されています。  

11．先月発生した、静岡県熱海豪雨災害に対する義捐

金として 56,000円を送金しました。 

12．地区補助金事業として行われた、7月 25日の園田

先生の講演会で配布した資料を入口の掲示板に掲示

しています。興味のある方は事務局まで申し出てい

ただければ、プリントアウトした資料をお渡しいた

します。 

13．台北滬尾ロータリークラブのチャーターメンバー

である林錫卿（リンシキョウ）さんが、7月 31日に

逝去されました。 

14．今月のロータリーレートは、110円です。 

以上となります。 

 

【ニコボックス報告】ニコボックス 宇佐美三郎君 

伊藤彰ガバナー補佐、永井伸治

分区幹事 本日はガバナー補佐

訪問でお世話になります。 

寺田地区副幹事 本日はガバナ

ー補佐訪問でお世話になりま

す。 

山田勝弘会長 幅辰雄副会長 飯村理幹事 ①伊藤彰

ガバナー補佐、永井分区幹事、寺田地区副幹事をおむ

かえして。②インターアクト年次大会、地区補助金事

業、何とか無事終了しました。みなさまお疲れさまで

した。 

相羽あつ子君、浅井賢次君、猪飼充利君、伊藤幸蔵君、

伊藤哲朗君、伊藤佳美君、稲川明俊君、宇佐美三郎君、

大野則男君、加藤則之君、加東育郎君、小林啓子君、

坂井裕君、佐藤敬治君、篠田廣君、杦田勝彦君、高木

輝和君、寺田晏章君、古川弘一君、堀田正裕君、山田

公男君、山本達彦君、吉田康裕君、堀田力男君 西尾

張分区ガバナー補佐 伊藤 彰氏、分区幹事 永井伸治

氏、地区副幹事寺田孝司氏をお迎えして 

佐藤敬治君 IAC 年次大会無事終わりました。皆さん

の御協力に感謝申し上げます。 

ありがとうございました。 

稲垣宏高君 IAC 年次大会無事終わりました。みなさ

んのご協力に感謝申し上げます。 

ありがとうございました。 

鈴木吉男君 社会貢献事業ありがとうございました。

無事終えることができました。 

石原弘乙君 社会貢献事業ありがとうございました。 

大河内勝彦君 東京五輪 2020 数多くのメダルの獲得

を祝して 

大河内勝彦君 オリンピック 3×3 女子バスケット山

本麻衣健闘むなしく準々決勝で敗れました。皆様のご

声援ありがとうございました。 

前田昭生君 その他 

 

※新型コロナウィルス感染拡大防止の観点か

ら、8 月中旬には本イベントの決定及び中止の

連絡を致します。また、本イベントは雨天決行

ですが、開催可能の場合でも、突然の台風等の

荒天、地震等の自然災害あるいは感染症拡大な

ど公共衛生上の緊急非常事態により直前に中止

となる場合がございます。当該事由により両日

とも中止となった場合は、医療従者支援金、ポ

リオ支援金及び経費を除き払い戻し致します。 



【ガバナー補佐卓話】伊藤 彰君 

 シェカール・メータ RI会長は

「奉仕しようみんなの人生を豊

かにするために」 

又、沓名ガバナーの地区方針

「チェンジロータリー新時代へ

の成長に！～コロナゼロ・カーボンゼロ支援～」を提

唱されています。 

各々のロータリークラブの発展なくしてロータリー

の発展はありません。 

私ごとですが一宮ロータリークラブのスポンサーで

誕生しました稲沢ロータリークラブに入会させて頂き

32年になりました。 

伝統と風格をモットーに厳格な例会だった事が記憶

に残っています。 

激しい事態の変化に取り残されない様、積極的なク

ラブ活動が急務であります。 

新しい時代の多様性と柔軟性が持続可能性に必要不

可欠です。 

100 年に１度言われる技術革新の時代へ向かって行

かなければなりません。 

我々ロータリアン各々の活動が新時代への成長へと

つながると思います。 

≪活動方針≫ 

1.会員増強 

「一人が一人以上の人に声をかける」 

・今まで声をかけてないかった人に声をかける 

・特に女性と若い人 

・地区会員増強委員会に卓話を依頼し、会員増強に

ついてクラブ全員が共有する。 

・会員増強委員長の任期を２年にして、継続的な勧

誘をしていく。 

2.ロータリー奉仕デー 

コロナゼロ・カーボンゼロへの奉仕活動の推進 

・インターシティミーティング 

西尾張分区 I.M  2022年 3月 12日(土) 

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 

・西尾張分区チャリティ親睦ゴルフコンペ 

開催日：2022年 4月～5月（予定） 

場 所：岐阜関カントリークラブ 

・２クラブ以上での合同事業 

同一市内クラブ・親子クラブ・兄弟クラブなど

での共同事業を推進 

・第９回ワールド・フード＋ふれ愛フェスタ（WFF） 

2021年 10月 9日(土)・10日(日)10:00～17:00 

開催延期決定 

   名古屋 栄久屋大通公園 

   ゼロミッション 

    ～ゼロへの行動・より良い未来へ～ 

   コロナゼロ＋カーボンゼロ＋ポリオゼロ 

 

【誕生日祝い】親睦活動 寺田晏章君 

 

浅井彦治君（31日） 

加藤隆朗君（21日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　津島ロータリークラブ

　　　ゴルフ会

　　　会長　篠田　廣

　　　幹事　吉田康裕

＜結果発表＞

順位 氏名 OUT IN グロス HC NET

優勝 水野 憲雄 46 45 91 15.0 76.0

準優勝 伊藤 幸蔵 50 47 97 21.0 76.0

3位 篠田 廣 42 48 90 8.0 82.0

日程；2021年 7月 15日（木）

場所；桑名カントリー倶楽部  参加者；8名

写真；

次回、8月19日（木）に開催します。 # NO GOLF NO LIFE

津島ロータリークラブゴルフ会
 7月例会


