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本日の行事予定 (2014 年 1 月 24 日) 

第 2955 回例会 

卓話担当：宇佐美三郎君 

講  師：津島税務署長 田中隆治氏 

演  題：「税金について」 

 
先回の記録（例会） 

第 2954 回 ’14 年 1 月 17 日（金）晴れ 

≪クラブアッセンブリー≫ 

ロータリーソング 「手に手つないで」 
ソングリーダー 佐藤雅彦君 
ゲ ス ト 青少年交換学生 ジェッシー・ 

ラフランス・ロビノー君 

会 員 総 数 68名    12月 20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  48名    MAKEUP会 員    10名 
本 日の出 席 70.59％  訂 正出席 率  100％ 

会長挨拶 

鈴木吉男会長 

昨夜 7 時半頃、津島市内の水

道が断水して、たまたま家内が

トイレから出てきて手を洗おう

としたら水が出ないのでびっく

りしました。外に出ると近所の

方々も出てこられて、どうしたんだと大騒ぎをし

ておりました。今日はクラブアッセンブリーです

ので、会長の挨拶は少なめにということで、皆さ

んも喜ばれますからそうしたいと思います。 

 半年が過ぎ、今年度は Weeklyが白黒になり、正

式な会計の結果は出ておりませんが、だいたい月

に 15,000円位マイナス、年間ですと 150,000円位

減少するのでなはいかと思います。Weeklyの中で

一番重要なのは、幹事報告がちゃんとされている

ことだと思います。寺島幹事にはしっかり報告し

てくださいということで、毎回 8～9くらいの項目

があります。この時期にロータリーで何が起きて

いて、どのようなことがされているかを知ること

が重要だと思います。真剣に聞いていらっしゃら

ないかもしれませんが、私が地区国際奉仕委員会

へ出向して少しはロータリーの勉強をしたと思い

ますから、前半はロータリーのいろんな歴史につ

いて会長挨拶をさせていただきました。 

会費は上期 1 万円、下期 1 万円マイナスで、食

事も 1,500 円にして皆さんご不満があったかもし

れませんが、なんとか昼食としては十分だったの

ではないかと、私自身は思っております。まだ半

期、これからもがんばりたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 
幹事報告 

寺島淳一幹事 

1. 本日は、クラブアッセンブ

リーです。役員・理事・委

員長の皆様、宜しくお願い

致します。なお、発表原稿

は来週火曜日の午前中まで

に事務局にメールでお願いします。 

2. 青少年交換学生のジェッシー君に出席して頂

いております。後ほど鈴木会長より 1月分のお

小遣いをお渡し頂き、近況報告をしていただき

ます。 

3. 下期の請求書と会員証及び会員名簿の追加シ

ールをお配りしました。会費は速やかにご入金

下さいますようお願いします。 

4. １月 9日の津島警察署感謝状贈呈式に、鈴木会

長が出席され、津島ロータリークラブに感謝状

を頂きました。 

5. 1 月 22 日（水）14：00～、社会福祉協議会の

評議員会が津島市社会福祉センターで開催さ

れます。鈴木会長に出席していただきます。 

6. 2月 22日(土)に開催される「西尾張分区 IＭ」

のご案内を配布しました。全員登録となってお

りますが、ホストクラブの一宮中央ＲＣの準備

の都合がございますので、出欠のご返事よろし

くおねがいします。 

7. 『ガバナー月信』1月号を回覧しました。 
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8. 本日、例会終了後、役員・理事・委員長会議を

開催します。該当の方は出席をお願いします。 
以上です。よろしくお願いします。 

 
ニコボックス報告 第 2954回分 

水野人志ニコボックス委員 

鈴木吉男会長、伊藤哲朗副会長、

寺島淳一幹事 ①本日のクラブ

アッセンブリー、役員、理事、委

員長の皆様宜しくお願いします。

②新年初例会、懇親会には多くの

皆様に出席頂きありがとうござ

いました。 

浅井賢次君 ①寒中お見舞い申し上げます。年末

親族に不幸があり年賀状を多くの方々に失礼して

しまいました。②1月 12、13日に孫 6人を連れ東

京へ一泊旅行し“おじいさん”をいたわってくれ

ました。幸せです。③新年宴会で私のラッキーナ

ンバーの 38が当たり新年早々縁起が良いです。 

寺田健一君 新年初例会の福引大会で一等賞をい

ただきました。空気清浄器でした。 

古川弘一君 年男を祝って頂きありがとう。 

根崎健一君 伊藤雅昭さんにお世話になりました。 

伊藤哲朗君、坂井裕君、杦田勝彦君、服部貴君、

野々山勝也君、佐藤雅彦君、高木輝和君、飯村理

君、宅見康悦君、住田由純君、古川弘一君、寺田

妟章君、佐藤敬治君、幅辰雄君、三谷栄一君、生

田達一君、河西あつ子君、小林啓子君、横井知代

君、浅井賢次君、伊藤基君、八谷潤一君、水野人

志君、前田昭生君 ウィークリーに写真が載りま

して。 

矢田潔君、堀田力男君、後藤務君、片岡鉄君、松

崎安孝君 その他。 

 
≪クラブアッセンブリー≫ 

社会奉仕委員会 田中正明委員長 

メンバーに恵まれ、ほと

んど事業は終わりです。 

毎年、津島市と愛西市の

図書館に図書寄贈をしてい

ますが、今年度は津島市に

180 年程前の津島祭の版画

を寄贈いたしました。来週

の例会で愛西市中央図書館に図書を寄贈します。 

津島ＲＣ創立 60 周年記念事業の一環として名

鉄勝幡駅と津島駅に時計塔を寄贈しておりました

が、勝幡駅には「吉法師の里」、津島駅には「信

長の台所」という地域キャッチフレーズを入れた

銘板を時計塔につけさせていただきました。また

例年通りペットボトルのキャップでポリオワクチ

ンを購入するという事業では、彩雲館とともに車

1台分ほど集まりました。地区補助金事業として、

あまＲＣと海部郡の各歴史研究会の学芸員の方々

との共同で「近代海部郡誕生 100 年記念事業」を

やりたいと、去年の 1月からずっと 10回ほど会議

をしました。お蔭をもちまして盛大に式典を開催

し、天候に恵まれない時もありましたが、「海部

1 周ぐるりウォーキング」もできましたし、歴史

検定も行いました。これは地区の補助金と、津島

ＲＣの社会奉仕委員会の事業費と合わせて 120 万

円ほどで行うことができました。式典当日はあま

ＲＣとの合同例会として、あま市美和文化会館へ

皆様お越しいただきまして、楽しく行うことがで

きました。本当にありがとうございました。 

 

新世代委員会 加藤則之委員長 

随分忙しい委員会活動でした

が、委員会メンバーのご協力のも

と、無事、半年間が過ぎました。 

8 月 18 日「第 13 回天王こども

塾」を開催し、36名の小学生が参

加し、信長にゆかりのある清洲城と勝幡城跡を見

学し、当時の歴史を学びながら「城キット」の作

製や海部津島のジュニア検定学習を行ないました。 

青少年交換では、8 月末から成田浩規君をカナ

ダへ派遣し、カナダからは Jessie君を受け入れま

した。彼はホストファミリーや多くの協力のもと

県立東高校に通学し、日本の文化を学んでもらい、

国際交流に一役買ってもらっています。もう一点、

納税貯蓄組合が主催する税を考える週間の事業に

協賛し、事業を通して納税貯蓄組合の活動に対し

て、積極的に関わっていくことができました。今

後、留学生受け入れ事業は 6 月まで続きます。引

き続き皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

 

職業奉仕委員会 河西あつ子委員長 

今まで通り第一例会のロータリ

ーソングに「四つのテスト」を歌っ

ていただき、「四つのテスト」のパ

ネルを作って例会場に掲げていた

だき、職業奉仕月間には職業奉仕委

員会として卓話を担当させていた

だきました。ちょうど食品偽装の問題や工場の爆

発等があり、マニュアルが十分でなかったり、職

業を通していかに規律や規範をきちっとして誠実

に仕事をすることが大事か、教訓になりました。 

 

国際奉仕委員会 三谷栄一委員長 

上期事業として、昨年 10 月 26

～28日の 3日間、姉妹クラブ台北

滬尾ＲＣとの友好を深めるため、

会長はじめ総勢 15 名で訪問して

参りました。ご参加いただきまし

た会員の皆様には大変お世話にな

りました。11月にはフィリピン直撃の台風に対す

る義援金を募りました。 

下期の事業として、2月の世界理解月間に、「よ

ねやま親善大使」の尤銘煌君に卓話をお願いして



     

 

- 3 - 

第 2955 回例会                                                               

います。3月 31日に台北滬尾ＲＣ会員の方が訪問

される予定です。おもてなしをよろしくお願いし

ます。また、4月 16日の台北滬尾ＲＣの周年式典

に訪問する予定です。行程が決まり次第ご案内し

ますので多くの皆様の参加をお願いします。6月 1

～4 日までオーストラリア・シドニーで開催され

る RI国際大会に会長が参加されますので、会員の

皆様もご参加ください。以上会員の皆様には、下

期も大変お世話かけますがよろしくお願いします。 

 

R 財団委員会 稲川明俊委員 

 ポール・ハリス・フェローは寺島

淳一君、加藤隆朗君の 2名 

 マルチプル・ポール・ハリス・

フェロー（2 回目）は、篠田廣

君、鈴木吉男君の 2名 

 7 月に、クラブ年次基金として１人 10,000 円

（67万円）寄付しました。 

 10月のガバナー訪問記念寄付は 100,000円。 

 地区補助金の「近代海部郡誕生 100 年記念事

業」として予算 120万円を申請し、地区Ｒ財団

より 544,599円の補助金をもらい、社会奉仕委

員会が事業を実施しました。次年度も地区補助

金を予定しています。 

 ロータリー平和フェローの水野真希さんは（本

日の会報に載っていますが）、今はケニアのナ

イロビでユニセフ職員として働いています。 
 

会長コメント 

 

 

米山奨学委員会 小林啓子副委員長 

お世話になります。米山奨学

委員会の山本です。本日のクラ

ブアッセンブリーを欠席いたし

ますので、副委員長の小林君に

委員会の上半期の報告と下半期

の予定を報告していただきます。

宜しくお願いいたします。 

まず上半期の報告をいたします。 

1. 普通寄付金 5,000円/人の取り組みは予定通り。 

2. 米山功労者には、新たに水野憲雄君にお願い

することができました。また不肖山本も申込

みさせていただきました。有難う御座います。 

3. 今年本クラブにてお世話させていただいてい

ますマルディス君につきましては、毎月第二

例会に出席してもらう以外に以下のような報

告をいたします。 

① 2013/5/9 カウンセラー・クラブ委員長・世

話クラブ合同説明会兼米山奨学生オリエ

ンテーション（マルディス君初見参！） 

② 7/12 マルディス君歓迎カラオケ大会 

③ 7/27 津島市国際交流協会の席をお借り

して尾張津島天王祭宵祭りにマルディス

君を招待。しらふで乗り切る！ 

④ 7/いつやら（→事務局調べ：7月 21日）大嶽

部屋名古屋場所打ち上げにマルディス君

を招待。大砂嵐と盛り上がる。 

⑤ 9/12 地区米山奨学委員長会議 

⑥ 10/17米山奨学生カウンセラー研修会 

⑦ 2014/1/1 拙宅にておせち料理をトライ。

その後カラオケにて歌い初めをしてもら

う。お上手だったのでお年玉を進呈。 

⑧ 1/10 津島ＲＣ新年初例会・懇親会にマ

ルディス君も出席 

次に下半期の予定を報告をいたします。 

1. 2014/3/8 米山奨学期間終了者歓送会、指導

者教員感謝の会 

2. 6/7 米山奨学生、学友合同研修会 

3. 時期未定 第 2 回マルディス君を囲むカラオ

ケ大会 

以上宜しくお願いいたします。 

 

伊藤哲朗副会長 

 本日加藤泰一郎クラブ奉仕委員

長が欠席のため、私が代わって進

めさせていただきます。 

 

親睦活動委員会 八谷潤一委員長 

上期最大の行事としてクリス

マス家族例会を開催しました。特

にお子様が大変多く参加して楽

しんでいただきました。下期は 5

月にバス 2台で伊賀・甲賀の里を

巡って、忍者村等でお子様が楽し

めるよう考えていますので、ぜひ

お孫さんを誘っていただいて家族の絆を強めてい

ただければと思います。下期から新入会員の飯村

理さんに親睦委員会として活動を行っていただき

ます。よろしくお願いします。 

 

R 情報委員会 寺田妟章副委員長 

 今月はロータリー情報月間で

す。従って 1月 31日に篠田廣

委員に講師になってもらい

「ロータリーへようこそ」の

勉強会を致します。 

 3 月には新入会員の勉強会を

楽しく開催する予定です。飯村理君、佐藤雅彦

君、杦田勝彦君、よろしく。 

 今期中には更に 1 名の新入会員が生まれそう

です。（会員増強委員会報告） 

 

会場委員会 服部貴委員長 

毎回楽しい例会をということを

実行してきました。委員会のメン

バー、本当にありがとうございます。

また、ストレッチ体操、ソングリー

 水野真希さんから届いた 

最新のメールを読みます。 
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次回例会 
第 2956 回 ’14 年 1 月 31 日（金） 

≪ロータリー理解推進月間≫ 

卓話担当：篠田 廣君 

演  題：「ロータリー理解 

推進月間によせて」  

ダーも引き受けてくださいまして、感謝、感謝でござい

ます。あと半年間頑張りますので、皆様方のご協力、

よろしくお願いいたします。 

 

会員増強委員会 山田勝弘委員長 

当初純増 2 名ということで、杦

田さん、佐藤さん、飯村さんの 3

名に入っていただけたんですが、

開田さんと佐藤栄一さんが退会さ

れて純増 1名、会員数 68名となっ

ております。わりと感触のいい方

が 2 名ほど話がありますから、入っていただけて

できれば 70 名ぐらいにして次年度に渡していけ

るといいかなと頑張っております。3 月にＲ情報

委員会と一緒に新入会員、入会 3 年未満の会員を

交えて勉強会を開催します。枠を超えて参加を募

りますので、大勢の皆さんと楽しくやりたいと思

います。頑張るしかないので、皆さんの力で頑張

りたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

広報委員会 伊藤基委員長 

僕は広報委員会が 3 回目にな

ります。会長挨拶にもありまし

たが、今年は会報が白黒になり

まして、月に 15,000円位浮いて

いるということであります。個

人的にはいつも僕が表紙の写真

を作らせてもらっていて、僕の趣味のラジコン写

真を入れさせているのでカラーでないのが残念で

す（冗談です）。今年から、ロータリーのＨＰや

配布する印刷物のデザインを統一しようというこ

とで、そこまで対応しているＲＣは少ないようで

すが、残す半年でその基準に則ったデザインに変

えていこうかなと思っています。もう一つ大切な

仕事として報道などにロータリーの活動を紹介す

ることも仕事なんですが、会長さんの熱意が強い

もんですから、僕が何もしないで進んでいます。

ありがとうございます。 

 

ニコボックス委員会水野人志委員 

余郷委員長が欠席のため、代わ

って報告いたします。年度当初よ

り、昨年度に比べ、会員数が減少

したことから、ニコＢＯＸの役割

が大きいものとの認識で活動を

始めました。まず、会員の皆さま

には、ニコＢＯＸのメンバーが、

門番のごとく、立ちふさがり申し訳けございませ

んでした。活動内容としてニコＢＯＸ委員会は皆

さまの喜びごとを多くキャッチしようと、プレス

報道などにそれを報告できるよう意識を高めると

ともに努めてまいりました。 

会員の皆さまからは「思いやり」の精神に基づ

き各例会毎にお出し頂きありがとうございました。

なお、クラブ広報委員会、会場委員会の皆さまに

も多くを助けていただきました。ありまがとうご

ざいます。 

 浅井賢次Ｓ.Ａ.Ａ. 

半年が過ぎました。これまで、

Ｓ.Ａ.Ａ.としての私の出番は全

くなく、感謝しております。会長

始め理事の皆さんの積極的な活

動と、紳士・淑女の会員の皆さん

の友情と思いやり、絆があったればこそで、更に

益々津島ロータリークラブを明るく楽しいクラブ

に発展させて頂けることと思います。会長始め理

事の方々を盛り上げて頑張っていきましょう。素

晴らしい半年間でした。ありがとうございました。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
誕生日祝福（1月）  

加藤隆朗親睦活動委員 

マルディス君（ 2日） 

猪飼 充利君（ 3日）  

梶浦  興蔵君（ 5日） 

山本  達彦君（ 6日）  

稲川  明俊君（ 8日） 

片岡  鉄君（ 9日）  中野 義光君（12日）  

宇佐美三郎君（29日）  飯村  理君（31日） 

 

夫  人 

田中正明夫人（ 4日）    滝川林一夫人（ 6日） 

山田清三夫人（14日）    古川弘一夫人（16日） 

寺田晏章夫人（20日）    加藤隆朗夫人（28日） 

山本達彦夫人（28日） 

 

結婚記念日祝福 

飯村 理君（ 1日）   大河内勝彦君（17日）   

岡本康義君（26日）   坂井  裕君（26日）  

 

 

 

 

 

 

 

 

〇〇モンみたい？ 

佐藤雅彦君のソングリーダー 

ジェッシー君と 

鈴木吉男会長 

1/23の津島ＲＣゴルフ会は紙面の都合で次回掲載します。 


