
     

 

- 1 - 

第 2976 回例会                                                               

本日の行事予定 (2014 年 7 月 11 日) 

第 2976 回  

≪クラブアッセンブリー≫ 

 
先回の記録（例会） 

第 2975 回 ’14年 7 月 4 日（金） 

≪新年度初例会≫ 

ストレッチ体操 伊藤誠君 
ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー 八谷潤一君 
ゲ ス ト 名誉会員・津島市長 日比一昭氏 

 名誉会員・愛西市長 日永貴章氏 

 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 63名    6月 13日例会分訂正 
出席免除会員  19名    欠 席 会 員    13名 
本日出席会員  54名    MAKEUP会 員     8名 
本日の出席率  80.60％  訂 正出席 率  95.38％ 
超 過 出 席 鈴木吉男君、伊藤哲朗君、寺島淳
一君、安江正博君、浅井賢次君、篠田廣君、野々
山勝也君、山田勝弘君、前田昭生君、田中正明君、
加藤則之君、服部貴君、伊藤基君、加藤泰一郎君、
八谷潤一君、住田正幸君（役員理事委員長会議）、
鈴木吉男君、寺島淳一君（地区役員会長幹事懇談
会）、鈴木吉男君（地区新旧国際奉仕委員会）、
浅井彦治君、幅辰雄君、稲垣宏高君、伊藤幸蔵君、
小林啓子君、水野憲雄君、余郷利彦君、坂井裕君、
篠田廣君、住田正幸君、高木輝和君、矢田潔君、
山本達彦君、安江正博君、鈴木吉男君、寺島淳一
君（会長杯ゴルフ会） 

 

会長挨拶 

安江正博会長 

2014-15 年度のゲイリーＣ．

Ｋ．ホァンＲI会長は、年度テ

ー マ と し て 「 LIGHT  UP 

ROTARY・ロータリーに輝きを」

と提唱しています。 

 ロータリアンは、一世紀以上

にわたり、奉仕することを目的として世界中の地

域社会で集ってきました。ロータリーを通じて私

たちは、友情を育み、地元に貢献し、また、より

良くより安全で健康な世界を実現するために力を

尽くしてきました。 

 ＲＩ会長は、今年度の強調事項として、①地域

社会でロータリーの存在感を高めること ②会員

増強 ③クラブの強化 ④ロータリーデーの実施 

⑤ポリオ撲滅 の 5項目を示されました。 

つまり、ロータリーの奉仕を人々と分かち合い、

クラブをより強力なものとし、34,000を超える地

域社会で会員増強を図り、新会員を引き付けると

ともに現会員を維持し、会員数 130 万人という目

標を達成し、ロータリーの存在感を高めることで、

「ロータリーに輝きを」もたらしましょう、とい

うことです。 

 そのためには、新しいアプローチとアイデアを

もって会員増強に取り組まなければなりません。

例えば、地元で「ロータリーデー」を開催してロ

ータリーを知ってもらったり、ロータリーを魅力

的で興味をそそるものにするために何ができるか

考えてみましょう。 

さらには、私たちが四半世紀以上にわたって取

り組んできたポリオを撲滅して「ロータリーに輝

きを」もたらし、歴史に 1ページを刻みましょう、

そしてポリオのない世界が実現した際には、世界

中の人たちと誇りと喜びを分かち合いましょう、

と説いています。 

 新しいロータリー年度、ロータリーをこれまで

よりもっと力強く、明々と輝かせようではありま

せんか。そのために私たちの使命は、私たちのク

ラブ、地域社会、そしてあまねく広い世界におい

て、意識を喚起し進んで行動を、と呼び掛けられ

ました。 

 また、第 2760地区ガバナーの近藤雄亮氏は、地

区方針として「集まろう、語ろう、楽しもう」を

テーマに挙げられ、地区行動指針として四つの重

点項目 ①行事への積極的な参加 ②多様性の再

認識 ③奉仕の理想と実践 ④会員増強 を示さ

れました。 
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わがクラブもこれ等の方針に則り、持続可能な

施策を討議し、ロータリー活動を進めて参りたい

と思っています。 

 

 

 

 

今年度の津島ロータリークラブのスローガンは

“最善・親善・一善”と、させていただきました。

つまり、「何事にも最善を尽くし、会員相互の親

善を深め、地域社会に一善を奉仕しよう」という

ことであります。 

“楽しくなければロータリーじゃない”と言っ

た人がいます。つまり、ロータリーの原点は会員

相互の親睦・親善であると思います。親睦なくし

て会員は増えません。親善なくして奉仕活動もで

きません。 

今年度は、親睦・親善を第一に、そして“おも

しろ・おかしく・ほどほどに”ロータリーを楽し

んで参りましょう。会員皆様の一層のご指導ご協

力を心からお願いいたします。 

 
就任の挨拶 

野々山勝也幹事 

今年度、幹事を務めさせてい

ただきます野々山勝也です。 

私は、宅見さんが会長、三谷

さんが幹事の時の初例会、2008

年7月4日に入会させていただ

きました。まさに今日と同じ日付です。そしてき

ょうで丸 6年になります。 

その間、委員長経験は 2 年前の社会奉仕委員長

だけです。入会歴も浅く、委員長経験も少ない、

つまりまだまだ未熟者ですのでいろいろとご迷惑

をかけることがあるかもしれませんが、そのとき

は皆様のご意見を素直にお聞きして少しずつ勉強

してやっていきたいと思っています。 

とにかく皆様にいろいろと教わりながら、この

1 年間、安江会長の方針のもと一生懸命頑張りま

すので、どうかよろしくお願いします。ありがと

うございました。 

 
ニコボックス報告 第 2975回分 

伊藤幸蔵ニコボックス委員長 

日比一昭津島市長 いつもお

世話になりありがとうござい

ます。「つしま、もり上げ隊」

として共によろしくお願いい

たします。 

日永貴章愛西市長 いつもあ

りがとうございます。 

安江正博会長 1年間、皆様方には大変お世話に

なりますが、どうか宜しくお願い致します。 

安江正博会長、三谷栄一副会長、野々山勝也幹

事 ついに新年度初例会を迎えました。みなさん

これから 1年間よろしくお願いします。 

寺島淳一君、相羽あつ子君、山本達彦君 新年度

の役員・理事・委員長の皆様 1年間頑張って下さ

い。 

山田勝弘君 たいへん大切な新年度初例会に申

し訳ありません。優秀な副委員長の吉田が、本日

司会をつとめますので、よろしくお願いします。 

浅井賢次君 ①いよいよ新年度安江会長を中心

に皆仲良く頑張りましょう。②服部則仁君を高木

さんと共に推薦しました。よろしくご教導下さい。

③昨年 1 年間Ｓ.Ａ.Ａ.にご協力して頂き、感謝

しております。④伊藤幸ちゃん委員長、矢田さん

始めニコボックス委員の皆さんご苦労様です。⑤

津島ロータリークラブ最年長になってしまいま

した。元気で頑張ります。可愛がって下さい。 

伊藤雅昭君 次女が結婚しました。 

後藤務君 ①7/8 の週はタイへ役員会議に行っ

てきます。②メキシコに新会社を設立の計画です

（来年初め）。 

加藤隆朗君 松崎院長先生、昨日は津島市民病院、

海部歯科医師会との懇親会ご出席、大変ありがと

うございました。 

松崎安孝君 加藤隆朗海部歯科医師会長にお世

話になりました。 

伊藤哲朗君 会員増強委員長を拝命しました。本

日 3人の新入会員をお迎えします。よろしくお願

いします。 

服部則仁君、松本浩義君 今日から入会させてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

伊藤祥文君、根崎健一君 ウィークリーに写真が

載りました。 

坂井裕君 初例会から欠席してごめんなさい。 

伊藤幸蔵君 ニコＢＯＸ委員長ちこく。最初から

遅刻しました。温厚な矢田さんに怒られました。 

相羽あつ子君、浅井彦治君、浅井賢治君、古川

弘一君、後藤務君、幅辰雄君、服部貴君、服部

則仁君、堀田力男君、飯村理君、生田達一君、

稲垣宏高君、伊藤幸蔵君、伊藤誠君、伊藤雅昭

君、伊藤基君、伊藤哲朗君、伊藤祥文君、梶浦

興蔵君、片岡鉄君、加藤則之君、加藤泰一郎君、

小林啓子君、前田昭生君、松本浩義君、三谷栄

一君、水野憲雄君、根崎健一君、野々山勝也君、

大河内勝彦君、佐藤敬治君、佐藤雅彦君、篠田

廣君、住田正幸君、住田由純君、鈴木吉男君、

杦田勝彦君、高木輝和君、宅見康悦君、田中正

明君、寺島淳一君、遠山孝義君、鶴見治貞君、

矢田潔君、山田章博君、山本達彦君、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 名誉会員の日比津島市長と日永愛西

市長をお迎えして。 

浅井彦治君、浅井賢治君、古川弘一君、後藤務

君、服部貴君、飯村理君、猪飼充利君、生田達
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一君、伊藤幸蔵君、伊藤誠君、伊藤雅昭君、伊

藤基君、伊藤哲朗君、伊藤祥文君、梶浦興蔵君、

片岡鉄君、加藤則之君、加藤泰一郎君、小林啓

子君、三谷栄一君、水野憲雄君、根崎健一君、

野々山勝也君、大河内勝彦君、佐藤敬治君、佐

藤雅彦君、篠田廣君、住田正幸君、住田由純君、

鈴木吉男君、杦田勝彦君、高木輝和君、宅見康

悦君、寺島淳一君、鶴見治貞君、矢田潔君、山

本達彦君、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 松本浩義君、服部

則仁君、山田章博君の入会をお祝いして！ 

田中正明君、中野義光君、佐藤雅彦君 松崎安

孝君 その他。 

 
新入会員入会式 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【松本浩義君プロフィール】 

氏  名：松本浩義(まつもと ひろよし) 

事 業 所：太陽興産㈱ 

職業分類：遊技場 

役  職：代表取締役 

生年月日： 

住  所： 

家族構成： 

  

趣  味： 

推 薦 者：伊藤哲朗、八谷潤一 

 

【服部則仁君プロフィール】 

氏  名：服部則仁(はっとり のりひと) 

事 業 所：㈲ノキハ 

職業分類：経営コンサルタント 

役  職：取締役社長 

生年月日：  

住  所： 

家族構成： 

趣  味： 

推 薦 者：浅井賢次、高木輝和 

 

 

 

 

 

 

 

【山田章博君プロフィール】 

氏  名：山田章博(やまだ あきひろ) 

事 業 所：中部電力㈱津島営業所 

職業分類：電気事業 

役  職：  

生年月日： 

住  所： 

         

趣  味：  

推 薦 者：鈴木吉男、寺島淳一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
青少年交換学生挨拶 

ジェッシー・ラフランスロビノー君 

（時間がないだから、早くや

ります）もう、1年でした。

ほんっとに！ 早かった。全部

楽しかった。去年日本語がま

ったくわからなかったこと、

信じられない。だから、今は

ほんとに面白い。ほんとに嬉

しい。日本に来た、ほんとに

良かった。ほんとに津島ロータリークラブありが

とうございました。 

 本日、3人の方が入会されまし

た。おめでとうございます。 

高木輝和君、浅井賢次君、服部則仁君 
 

↑ 

伊藤哲朗会員増強委員長 

← 

八谷潤一君、松本浩義君 

 
 

鈴木吉男君、山田章博君 
 

前年度会長・幹事より、今年度会長・幹事へバッジ

の引継ぎ。 
←安江会長より、鈴

木前年度会長に感謝

状と記念品を贈呈。 
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次回例会 

第 2977 回 ’14 年 7 月 18 日（金） 

≪クラブフォーラムⅡ≫ 

お知らせ 

■秋まつり三百年祭「講習会」第 1回 

 と き：7月 21日（月・祝）18：30～ 

 ところ：伝承の館 

 

■青少年交換学生 

ジェッシー＆成田君歓送迎会 

 と き：7月 22日（火）18：00～ 

 ところ：第二サンガーデン パーティルーム 

 

■台北滬尾ＲＣおもてなし 

 ① 7月25日(夜）    空港お迎えと歓迎会 

 ② 7月26日(昼間） 犬山観光 

 ③ 7月26日(夜）    天王祭見物 

 ④ 7月27日(昼間） 名古屋案内と空港見送り 

市長挨拶 

津島市長 日比一昭氏 

故郷に帰ったような気持ちで

す。天王祭のポロシャツで参り

ました。津島ＲＣが 1 年間輝き

のあるロータリーであってほし

いと思います。“歴史文化のま

ちづくり”を進める専門のスタ

ッフを置き、企業誘致を頑張り

たいと考えております。ユネスコの無形文化遺産

登録にノミネートされたのをチャンスととらえて、

津島市が賑わいを取り戻すよう具体的に練り上げ

て実行していきたいと思います。地元の方、県や

国からもサポートいただき、津島市を全国に、国

際的に売り込んでいこうと思います。そのために

は、とくにロータリーの皆様にはお世話になると

思いますので、よろしくお願いします。今日はお

招きいただき、本当にありがとうございました。 

 

愛西市長 日永貴章氏 

 今日お招きいただき、また常

日頃、ご理解ご協力いただき、

感謝申し上げます。愛西市は合

併して 10 年目を迎え、少子高

齢化で厳しい状況ですが、市民

に喜んでもらえる市政運営を

目指して進めております。来年

2 月に新庁舎が完成し、再来年 4 月に移転運営し

ますので、市外の方にも愛西市盛り上げに一役か

っていただきたいと思います。愛西市にも天王祭

の市江車があり、津島市と連携を深め、企業誘致

についても、海部郡が一体となってより良い地域

作りをしたいと思います。皆様も中心的な役割担

う方々ばかりですので、ぜひ様々なアイデアをい

ただきますようお願いいたしまして、ロータリー

クラブのますますのご発展と、皆様方のご健康ご

多幸を祈念して挨拶にかえさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野々山勝也幹事  
１．先週、7 月 4 日(金)に開催しました理事会

において一括承認を頂きました事項の中

で例会に関わる事項をご報告いたします。 

① 委員会構成表をあらためて配付しました。

新入会員が追加されておりますので、以

前にお渡ししたものと差し替えて下さい。 

② 卓話担当割表を配付しました。これも少

し変更がありましたので以前にお渡しし

たものと差し替えてください。 

③ 食事の値段を 1,575 円から 2,160 円に値

上げさせていただきましした。 

④ 長田広告の長田一郎氏より入会の申し込

みがあり、理事会で承認されました。推

薦人は宇佐美三郎君と伊藤哲朗君です。

推薦に対してご異議のある方は、本日よ

り 7 日以内にその理由を記した書面を事

務局に提出して下さい。 

2. 本日、名鉄グランドホテルにて「地区ロー

タリー財団セミナー」が開催されます。三

谷栄一会長エレクト、佐藤敬治Ｒ財団委員

長、鈴木直前会長が出席しております。 

3. 来週の例会もクラブフォーラムです。委員

長の皆様はご準備をお願いします。なお、

発表原稿は週明け火曜日の午前中までに事

務局にメールでお願いします。 

4. 出席免除更新申請書を回覧しました。該当

の方はサインをお願いします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月 11日（金）第 2976回 幹事報告 
 

三谷栄一副会長より、ゲ

スト紹介。 

司会は吉田康裕会場副委

員長。 

稲垣宏高親睦活動委員長

より出席報告しました。 


