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本日の行事予定 (2013 年 7 月 12 日) 

第 2930 回例会 

≪クラブフォーラムⅠ≫ 

 
先回の記録（例会） 

第 2929 回 ‘13 年 7 月 5 日（金）晴れ 

≪新年度初例会≫ 

ストレッチ体操 伊藤哲朗君  

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 

ゲ  ス  ト 名誉会員・津島市長 伊藤文郎氏 

       名誉会員・愛西市長 日永貴章氏 

       2013学年度米山奨学生 

       マルディアンシャ・マルディス君 

会 員 総 数 67名      6月 14日例会分訂正 

出席免除会員 20名      欠 席 会 員  17名 

本日出席会員  58名      MAKEUP会 員  11名 

本日の出席率 86.57%     訂 正出席 率 98.46% 

超 過 出 席  堀田力男君、加藤泰一郎君、水野

憲雄君、寺島淳一君、余郷利彦君、水野人志君（次

年度ニコボックス委員会）、浅井彦治君、幅辰雄

君、児玉昭君、三谷栄一君、水野憲雄君、野々山

勝也君、高木輝和君、山田勝弘君、山本達彦君、

安江正博君、吉田康裕君（会長杯ゴルフ会）  

 
会長挨拶 

鈴木吉男会長 

 2013～14 年度 RI 会

長のロンＤ.バートン

氏は“ENGAGE  ROTARY  

CHANGE  LIVES（ロータ

リーを実践し みんな

に豊かな人生を）”を

国際ロータリーのテー

マとしました。 

 第 2760 地区の田中

正規ガバナーは、ガバナー方針として「～磨い

て 輝こう～」を掲げ、会員の意識向上、クラ

ブのパワーアップ、地区の改革、会員増強に重

点をおいています。 

 また、戦略計画と三つの重点項目として、 

1. クラブのサポートの強化 

2. 人道的奉仕の重点化と増加 

3. 公共イメージと認識の向上→行動を主体

とした奉仕を推進する 

を掲げ、ロータリーファミリーにインターアク

ト、ローターアクト、青少年交換、ライラ、ロ

ータリアンの家族を含めています。 

 

 昨年度、津島ロータリークラブは創立 60周年と

いう節目の年を迎えました。 

 私が入会させていただいて 23 年程たちますが、

当時のロータリーと現在のロータリーは、だいぶ

ん変わってきているように思います。当時の私自

身を振り返りますと、ロータリーに対する未熟さ

もあったと思いますが、入会当初からいろいろな

ことにとても反発していた私を、諸先輩方からロ

ータリーの奉仕の精神について大変厳しく深く指

導していただいたと思います。 

 もちろんロータリー自体のシステムや考え方も、

時代の変化にあわせ大きく変わってきております

が、基本的な奉仕の精神は今も昔も変わってはい

ないと思います。 

 私自身、地区の委員を 13年務めさせていただき、

また海外、国内、地区内の多くのロータリークラ

ブを訪問し、いろいろな形のロータリーを勉強さ

せていただきました。組織というものは何年も続

くと井の中のかわずとなり、現在やっている活動

が当たり前のように思い込み、新しいことへのチ

ャレンジをしなくなってしまいます。 

 歴史と伝統のある津島ロータリークラブといわ

れることは、たいへん重要であり、誇れることで

す。諸先輩方にはロータリーのおもしろさを再度

ご指導いただき、津島ロータリークラブの新しい

一歩になるよう、本年度のスローガンを“温故知

新”とさせていただきました。 
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2013～2014年度津島ＲＣスローガン 

“温 故 知 新” 

 

 重点事項 

1. 継続で行われている奉仕事業の見直し 

2. 経費の洗い直し 

3. ロータリーの奉仕とは何か？ 

4. あまロータリークラブとの共催による近代海

部郡誕生 100年事業の展開 

                         

幹事報告 

寺島淳一幹事 

今年度幹事を仰せつ

かりました寺島です。幹

事報告の前に一言ご挨

拶させていただきます。 

平成 15 年 8 月 8 日、

当時、高木輝和会長、坂

井裕副会長、加藤則之幹

事の時に入会させていただき、来月 8月 8日で 10

年になります。入会するきっかけとなったのは、

鈴木吉男さんと伊藤哲朗さんでありまして、平成

15 年の商工会議所総会の懇親会で二人と隣り合

わせの席になり自己紹介したところ、私の父親も

ＲＣメンバーだったこともありＲＣに入会しろと

言われました。はじめは拒んでいましたが、二次

会の席にもお誘い頂き、その席には余郷先輩や児

玉先輩、鶴見先輩方多くのＲＣ諸先輩がおみえに

なり、皆さんから次々に入会を勧められたのです。

私も酒の勢いもあり、入会を承諾してしまい、今

日に至っております。 

また、入会 3 年目ぐらいから、周りから鈴木さ

んが会長の時はお前が幹事をやれ、お前しかおら

んとたびたび言われ、そんな器でもないと思って

いましたが、それも酒の席での勢いで承諾してし

まったことが今の状況を招いているのですが、入

会の背中を押していただいた、鈴木吉男会長、伊

藤哲朗副会長のもとで幹事を務めさせていただく

のも何かの縁ではないかと感じています。 

入会して 10年目をむかえますが、いまだにＲＣ

のことはわからないことばかりで、この 3、4ヶ月

間は準備で結構大変だったこともあり、準備段階

で燃え尽き感がありましたけれど、ＲＣが仕事み

たいな鈴木吉男会長から助言を頂き、なんとか準

備を整え、本日を迎えることができました。 

 まだ始まったばかりでどんな 1 年になるか不安

で仕方ありませんし、あれもこれもという鈴木会

長のブレーキ役も、と言われていることも大変重

荷に感じていますが、とにかくこの 1 年、鈴木会

長の方針にしたがって、一生懸命頑張りますので、

皆様の温かいご意見とご協力をお願いして就任の

ご挨拶とさせていただきます。 

 1年間よろしくお願いします。 

 

1. 本日は初例会です。名誉会員の伊藤津島市長、

日永愛西市長にご出席いただいております。

後ほどご挨拶をいただきます。 

2. 本日、米山奨学生のマルディス君に出席して

いただいております。後ほど会長より奨学金

をお渡しいただきます。 

3. 7月 6日（土）、青少年交換プログラム「受入

説明会」が豊島ビルにて開催されます。加藤

則之新世代委員長と滝川林一新世代委員にご

出席いただきます。 

4. 7 月 9 日（火）の地区ロータリー財団セミナ

ーに鈴木吉男会長、安江正博会長エレクト、

浅井彦治ロータリー財団委員長、寺島幹事が

出席します。 

5. 7 月 10 日（水）、第 1 回地区国際奉仕委員会

に鈴木吉男会長兼地区国際奉仕副委員長にご

出席いただきます。 

6. 7 月 12 日（金）、第 2 サンガーデン・パーテ

ィールームにて、米山奨学生マルディス君の

歓迎カラオケ大会を行います。出欠のご返事

がまだの方はご回答をお願いします。 

7. 7月 12日(金)、7月 19日(金)のクラブフォー

ラム例会のご案内をお配りしました。委員長

の皆様はご準備を宜しくお願いします。 

8. 本日、上期会費請求書と会員証及び会員名簿

の訂正シールとウィークリーのフォルダーを

お配りしました。会費は速やかにご入金下さ

いますようお願いします。 

9. 本日例会終了後、第 1 回役員・理事・委員長

会議を開催します。該当の方はご出席をお願

いします。 

10. 本日『ガバナー月信』7 月号をお配りしまし

た。 

以上です。 

 
ニコボックス報告 第 2929回分 

余郷利彦ニコボックス委員長 

伊藤文郎津島市長 

お世話になります。 

日永貴章愛西市長 

お世話になります。 

鈴木吉男会長、伊

藤哲朗副会長、寺

島淳一幹事 ①本

日は新年度初例会

です。1 年間よろ

しくお願いします。

②名誉会員の伊藤津島市長、日永愛西市長をお迎

えして。③米山奨学生マルディス君をお迎えして。 

余郷利彦君 ニコボックス委員会、1 年間お世話

になります。 

浅井賢次君 ①余郷、児玉、鶴見、矢田さんの皆

さん、昨夜はありがとうございました。楽しかっ

た!! ②Ｓ.Ａ.Ａ.で 1 年お世話になります。③伊
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藤津島市長、日永愛西市長をお迎えして。  

相羽あつ子君、浅井彦治君、古川弘一君、幅辰雄

君、服部貴君、日比一昭君、開田広君、堀田力男

君、生田達一君、稲垣宏高君、稲川明俊君、伊藤

誠君、伊藤祥文君、片岡鉄君、加藤則之君、加藤

隆朗君、河西あつ子君、小林啓子君、児玉昭君、

前田昭生君、三谷栄一君、水野憲雄君、水野人志

君、根崎健一君、大河内勝彦君、坂井裕君、佐藤

栄一君、高木輝和君、滝川林一君、寺田晏章君、

遠山孝義君、鶴見治貞君、矢田潔君、山田勝弘君、

山田清三君、安江正博君、八谷潤一君、余郷利彦

君、横井知代君、吉田康裕君 名誉会員の伊藤津

島市長、日永愛西市長をお迎えして。 

篠田廣君 昨年度は 1 年間お世話になりました。 

伊藤幸蔵君 父の葬儀には皆さんお越しいただき、

ありがとうございました。 

伊藤祥文君 前回納会を欠席しました。 

矢田潔君 余郷委員長に敬意を表して。 

野々山勝也君、河西あつ子君 鈴木会長の船出を

祝って！ 

浅井彦治君 ゴルフの幹事をやります。よろしく

お願いします。 

加藤泰一郎君 新年度になりました。よろしくお

願いします。 

伊藤哲朗君、山本達彦君 海外から無事も戻りま

した。 

寺田晏章君、高木輝和君 新年度初例会おめでと

うございます。 

伊藤雅昭君 水野憲雄先生に大変お世話になりま

した。  

松崎安孝君 海部歯科医師会「新」加藤会長にお

世話になりました。 

加藤隆朗君 松崎先生、水野先生の息子さん、津

島市民病院と海部歯科医師会の懇談会、ありがと

うございました。 

篠田廣君、矢田潔君、吉田康裕君 ウィークリー

に写真が載りまして。 

伊藤哲朗君、猪飼允利君、松崎安孝君、加藤則之

君 その他。 
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伊藤幸蔵夫妻が、7月 2日に亡くなら

れたお父様の会葬お礼をしました。 

本日のストレッ

チ体操に伊藤哲

朗副会長、ソング

リーダーに寺島

淳一幹事を指名

したのは、服部貴

会場委員長。 

伊藤文郎津島市長  日永貴章愛西市長 

鈴木吉男今年度

会長より、篠田

廣直前会長に感

謝状と記念品を

贈呈しました。 

電波時計「ピラミッドトーク」→ 

余郷利彦委員長を中心に、万全のチームワー

クで新年度ニコボックス委員会がスタート!! 
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次回例会 
第 2931 回 ’13 年 7 月 19 日（金） 

≪クラブフォーラムⅡ≫  

お知らせ 

■マルディス君歓迎カラオケ大会 

  と き：7 月 12 日（金）18：00～ 

               ↓ 

時間変更 19：00～ 

ところ：第二サンガーデン 

パーティールーム  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
国際ロータリー・ニュース（7月9日） 

 
マシューズ氏、ロータリー初の 

女性副会長に就任 

 

 

会員の多様性を奨励するロー

タリーが、新たな 1 ページを開

きました。米国サウスカロライ

ナ州出身のアン L. マシューズ

氏が、国際ロータリー初の女性

副会長として、7 月 1 日から任期

を開始しました。 

ロータリー財団初の女性管理委員および国際ロ

ータリー初の女性理事でもあるマシューズ氏は次

のように話します。「女性は長年、ロータリーに

貢献してきましたし、これからも貢献し続けてい

くでしょう。『ロータリーは年配の男性の集まり』

という誤解を生むイメージは、今後払拭されるに

違いありません。仕事の重要性に男女の差はあり

ません。重要なのは、ある役割をその人が最も効

果的に果たせるかどうかです。そうは言っても、

初の女性副会長を務めることに大きな誇りを感じ

るとともに、女性のロータリー入会を実現させた

カリフォルニアの女性たちに感謝しています」 

コロンビア・イースト・ロータリー・クラブ会

員であるマシューズ氏は、管理委員や理事のほか

にも、ロータリー財団地域コーディネーター、RI

会長代理、国際協議会での研修リーダー研修者、

未来の夢委員会委員、RI 研修リーダー、地区ガバ

ナーを歴任してきました。 

また、RI 超我の奉仕賞、ロータリー財団功労表

彰状、ロータリー財団特別功労賞の受賞者でもあ

り、ロータリー財団のベネファクター、遺贈友の

会会員、メジャードナー、ポール・ハリス・ソサ

エティ会員でもあります。  

マシューズ氏は、教育コンサルタント会社であ

る「Matthews and Associates」社の社長を務め、

ビジネス、経済、教育管理の学士号、サウスカロ

ライナ大学からは博士号を取得しています。 

さらに、 Coker 大学管理委員、 Advisory 

Education Board of the National Federation of 

Independent Business（独立ビジネス全国連

盟諮問教育理事会）委員、National Business 

Education Association（全国ビジネス教育協会）

会長、Southern Regional Education Board of 

Directors for High Schools That Work（高校のた

めの南部教育委員会）委員を務め、テキサス州職

業研究・開発センター、職業教育コミッション（米

国の認定組織）理事も歴任しました。また、

Leadership South Carolina のメンバーでもあり

ます。 

1989 年、知り合いの牧師に推薦されロータリー

に入会したマシューズ氏。その後すぐに、クラブ

の活動に活発にかかわり始めました。これまでロ

ータリーで数多くの素晴らしい体験をしてきた中

でも、インドでの予防接種、アマゾンのジャング

ルでの井戸の掘削、貧しい人々への食事の提供な

どの活動に参加したことが特に印象に残っている

と言います。  

「世界のいたるところでロータリアンが行ってい

る素晴らしい活動のストーリーや事実を紹介する

とき、大きな幸せを感じます」とマシューズ氏。

「また、話をした相手の反応を見ることで、大き

な満足感を覚えます」 

 
 

 

 

  

 

鈴木会長より、米山奨

学生のマルディス君に奨学金をお渡ししました。 

 

 

浅井賢次Ｓ.Ａ.Ａ.の就任挨拶

で、無事新年度初例会が終了

しました。 

ゴルフの 

幹事です。 

ヨロシク 

7月 12日のマルディス君

歓迎カラオケ大会は 7 時

に変更します。 


