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本日の行事予定 (2014 年 7 月 18 日) 

第 2977 回  

≪クラブフォーラムⅡ≫ 

 
先回の記録（例会） 

第 2976 回 ’14年 7 月 11 日（金） 

≪クラブフォーラムⅠ≫ 

ストレッチ体操 田中正明君 
ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー 伊藤基君 
会 員 総 数 66名    6月 20日例会分訂正 
出席免除会員  20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  81.82％ 訂正出席 率  98.41％ 
超 過 出 席 安江正博君、野々山勝也君（次年
度分区会長幹事会）、片岡鉄君（名古屋北ＲＣ）、
鈴木吉男君、伊藤哲朗君、寺島淳一君、加藤泰一
郎君、伊藤基君、伊藤祥文君、佐藤雅彦君（2013
～14 年度広報委員会）、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、浅井彦治君、前田昭生君、
余郷利彦君、田中正明君、加藤則之君、三谷栄一
君、山田勝弘君、山本達彦君、加藤泰一郎君、伊
藤基君（2013～14年度最終役員理事委員長会議）、
堀田力男君、伊藤誠君、伊藤哲朗君、加藤泰一郎
君、松崎安孝君、水野憲雄君、矢田潔君、野々山
勝也君、鈴木吉男君、高木輝和君、寺島淳一君、
安江正博君、余郷利彦君（新旧会員増強委員会＆
2013～14年度ニコボックス委員会） 

 

会長挨拶 

安江正博会長 

≪本音で語るこれからの 

ロータリークラブ≫ 

わが国で今確実に起きて

いることが三つあります。 

一つ目は日本人口の減少

です。2006年から減少に転

じました。約 50年後の 2060年頃には約 3800万 

人の減少、そして人口の約 45％が 65歳以上にな 

ると予想されています。 

二つ目は日本の経済不況が深刻であることで

す。加えて 2011 年の東日本大震災以降、地震の

再発や放射能汚染の恐怖で、社会全体が抑うつ状

態に陥っています。 

三つ目はロータリークラブの会員数が減少し

ていることです。1996年の約 13万人をピークと

して、現在は約 8 万 8 千人で、18 年間に約 4 万

人（30％の減少）が退会しました。一方、クラブ

数は 18年間で 65クラブ増加しています。このこ

とから 1 クラブあたりの会員数が減少しており

ます。東日本大震災と福島原発事故で、更に会員

数が減ります。残念ながら日本のロータリーは予

後不良と判断せざるを得ません。 

 会員の高齢化で病気・死亡で退会者が増えたり、

長引く経済不況で時間的ゆとりがなくなったこ

とも考えられます。また企業としてロータリーの

経費負担が困難になったこともあります。特にリ

ーマンショック、東日本大震災後に問題が顕著に

なったと思います。 

 いずれの分析方法でも会員数の減少は確実に

起こるそうです。ただ日本の将来人口推計で、

2060年までに日本人口は 3800万人減少するとい

われていますので（約 30％の減少）、それを考

えると全人口におけるロータリー会員数の割合

は、今とそれほど変わらないのかもしれません。 

 会員減少の原因として会員自身の病気や家庭

の事情、不況による経営環境の悪化があるといわ

れていますが、むしろロータリー自体に問題があ

ると考えている人もみえると思われます。会員同

士の親睦の機会が減ったり、奉仕活動の魅力が少

なくなってきたりしているようです。つまりロー

タリー活動に魅力がなくなったことです。もっと

具体的な表現をすれば、高い会費を払っているの

に会費に見合うメリットを見いだせなくなった

と感じているのではないでしょうか。以上が複合

して会員数は今後も減少傾向をたどると思われ

ます。 

 1900年代の商道徳の乱れたアメリカで、ロー 
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タリークラブは信頼できる商取引と会員相互の

親睦を目指し設立されました。特に 2008 年のリ

ーマンショック後の不況が続く中で、ロータリー

クラブの基本に戻る必要があります。つまり、職

業奉仕と会員相互の親睦であります。まずは会員

同士が仕事上抱える問題を、胸襟を開いて本音で

話し合えるクラブであってほしいと思います。そ

の上で社会奉仕や青少年奉仕、国際奉仕へと進み

たいものです。 

 
ニコボックス報告 第 2976回分 

伊藤幸蔵ニコボックス委員長 

安江正博会長、三谷栄一副会

長、野々山勝也幹事 今日は

クラブフォーラムです。委員

長のみなさんよろしくお願い

します。このあたりは台風の

影響があまりなくて、無事に

例会ができてよかったです。 

安江正博会長 本日のクラブフォーラムよろし

くお願いします。 

加藤則之君 クラブフォーラムよろしくお願い

します。 

山田勝弘君 前回の司会を休みました。本日頑張

ります。 

浅井賢次君 ①台風も無事通過し、いよいよ夏本

番となりました。熱中症に注意し頑張ります。②

写真がのりました。新入会員服部君他皆さんのご

教導をお願いします。③高木さんの座って居られ

た席をけがします。 

前田昭生君 私の事務所には後継者がなく、かね

てより思慮しておりましたが、この度他の税理士

事務所と合併して、新たに税理士法人「佐藤・前

田会計事務所」を設立致しました。どうぞ宜しく

お願いします。 

伊藤祥文君 神社はじめ当地では、台風 8号、何

事もなく良かったです。 

鶴見治貞君 おれは元気でやってます！ 

八谷潤一君 天王中学同窓会長に選出されたお

りに、余郷さんにお世話になりました。 

寺田晏章君 来週のフォーラム休みます。篠田副

委員長よろしくたのみます。 

伊藤哲朗君 ①猪飼充利君に朝から晩まで、ず～

っとお世話になりました。②住田正幸さん、山田

勝弘さんにも夜遅くまでかまっていただきました。 

住田由純君 誕生日と例会日が一致しました。今

日から後期高齢者です。よろしく。 

加藤泰一郎君 特になにもありません。 

住田正幸君 前を通ったら目線に負けました。 

水野憲雄君 住田さんにおどされました。 

坂井裕君 初例会を欠席しました。 

山田章博君、松本浩義君、寺島淳一君、高木輝和 

君、吉田康裕君、服部則仁君 稲垣宏高君、三谷 

栄一君 ウィークリーに写真が載りまして。 

佐藤雅彦君 台風でしたが無事店舗をあけるこ 

とができました。 

杦田勝彦君 ニコボックスよろしくお願いします。 

伊藤幸蔵君 台風で予定が変わり本日出席する

ことができました。 

生田達一君、浅井彦治君、相羽あつ子君 その他。 

 
≪クラブフォーラムⅠ≫ 

加藤則之職業奉仕委員長 
クラブ計画書には、「会員

の職業奉仕についての理解

をより一層深めることを目

的として、3 つの行動」を掲

げました。①第一例会のロー

タリーソングは「四つのテス

ト」を歌う ②会報に適宜、

職業奉仕に関するコラムを掲載 ③職業奉仕月

間には、職業奉仕についての卓話をする。 

私はロータリー歴 22 年になりますが、未だに

職業奉仕のことを理解できていません。ロータリ

ーたる所以は職業奉仕の実践にあると言われます

ので、ますますわからなくなります。 

6 月 12 日に三谷副会長、山本幹事エレクトと

ロータリー研究会で「職業奉仕の原点」という深

川純一先生の講演を聞きましたが、難しいという

ことがよくわかりました。ＲＩが提唱している

「ロータリーの目的」の第 2項に「職業上の高い

倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるも

のと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリ

アン各自の職業を高潔なものにすること」と書い

てあります。これを噛み砕いて理解できるような

例会ができるように 1 年間頑張ってやっていき

たいと思っておりますので、ご協力お願いします。 

 

会長－職業奉仕と親睦がロータリーの基本です

から、よく勉強しておいてください。 

 
猪飼充利社会奉仕委員長 

前年度の社会奉仕委員会

は、「近代海部郡誕生から 100

年」を機に、あまロータリー

クラブとのコラボレーショ

ン事業を、海部歴史研究会、

ＮＰＯまちづくり津島など

と連携を取りながら開催し

ました。 

本年も昨年に引き続き、地域の歴史・文化の伝

承に関わる事業展開を様々な団体の協力を得な

がら社会奉仕委員会の事業として進めてまいり

ます。具体的には、「尾張津島秋まつり三百年祭」

と題して、津島山車保存会、津島石採祭車保存会、

ＮＰＯまちづくり津島などの団体と共に、伝統芸

能の伝承に関わる事業を開催します。これは、秋

まつりのお囃子、からくりの専門家を講師とした
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講習会を開催し、子供たちが楽器の手入れ、保存、

演奏方法などを学ぶ機会を提供することにより、

より深く伝統芸能を理解してもらうことを目的

に開催します。 

また、例会日となる 9 月 21 日(日)は講習会を

重ねた結果の成果披露の発表会を津島神社南門

横にて開催します。この場には、半田の亀崎潮干

祭りや犬山の犬山祭保存会のご協力も得て、「か

らくり」を披露するとともに、同時に各商工会議

所のご協力のもと地域の物産展なども開催する

予定です。 

 この他、例年通り、津島市立図書館・愛西市中

央図書館へのＲＣ文庫の寄贈やボーイスカウ

ト・ガールスカウト等の団体への協力、また環境

保全活動事業も年間を通じて行ってまいりたい

と思います。 

 
伊藤誠国際奉仕副委員長 

メンバーは後藤務委員長、

住田正幸君、坂井裕君、余郷

利彦君、生田達一君、そして

私の 6名です。①国際交流と

して、姉妹クラブの台北滬尾

ＲＣを 4 月の周年に訪問 

②世界社会奉仕は地区一括

のＷＣＳ事業に協力 ③サンパウロのＲＩ国際

大会への参加を推奨 ④海外ＲＣでのメーキャ

ップを推奨 ⑤海外での大規模な災害等の発生

時に義援金を募る窓口となります。 

本日「台北滬尾ＲＣ来訪日程のお知らせとご協

力のお願い」をお配りしましたが、台北滬尾ＲＣ

が尾張津島天王祭を見に、7 月 25 日(金)に名古

屋に来られますので、夜、歓迎会をいたします。

26 日(土)の夜に天王祭を見ていただくのがメイ

ンですが、昼間は台北滬尾ＲＣのご希望でバスに

乗って犬山を観光していただき、朝日寿しで夕食

後、天王祭の桟敷へご案内します。27日(日)は、

大須での買い物に同行してから中部国際空港へ

お見送りします。接待にご協力をいただける方は、

案内書の右側の各行事ごとの□回答欄にぜひ

（〇）を書いていただきまして、次回例会前日ま

でに事務局へご返答くださいますようお願いし

ます。お祭に関わっておられる方もたくさんみえ

ると思いますが、そうでない方はご協力いただけ

ればと思いますので、よろしくお願いします。 

 

幅辰雄青少年奉仕委員長 
メンバーは滝川林一副委員

長と、浅井賢次君、宅見康悦

君、そのほかにＩＡＣ設立プ

ロジェクトチーム（ＰＴ）の

浅井賢次君、鈴木吉男君、 加

藤則之君、寺島淳一君です。 

1. 青少年の健全な育成を目指

し、他の委員会及び諸団体と共に連携し、事

業活動を推進支援する。 

2. 津島東高校とインターアクトクラブ設立の事

業を立ち上げる。本事業は、理事会で承認さ

れた。インターアクト・プロジェクトチーム

(PT)の４名が前年度の経緯を継続し、委員会

も協力し立ち上げる。 

3. 8月 23日（土）に開催する「第 14回天王こど

も塾“15年戦争 聞き取り・平和学習”」の開

催を支援し、語り部の 1 人として会員の古川

弘一さんに戦争体験談をお話ししていただく

とともに、受講生（小学 4～6年生）の募集も

行う。 

4. 次年度に青少年交換事業の派遣および受け入

れがあれば、その準備期間である今年度から

留学生の支援、サポートをする。また、交換

学生の帰国に伴い、7月 22日（火）にジェッ

シー君と成田君の歓送迎会を行う。 

 

司会－今日は「第一部」

ということで、高

木S.A.A.にお話を

お願いします。ま

た今度、時間があ

ればよろしくお願

いします。 

 

高木輝和Ｓ.Ａ.Ａ. 
Ｓ.Ａ.Ａ.の高木でご

ざいます。1 年間よろし

くお願いします。 

Ｓ.Ａ.Ａ.は 2 回目で、

8 年前の(故)八木秀雄会

長と伊藤幸蔵幹事の時に

仰せつかりました。クラ

ブフォーラムの前に、山忠(故・山田忠右ヱ門)

さんから電話がありまして、卓話の時に私語が多

いから、とにかく私語を控えるようにという忠告

と、卓話はできるだけ自分でやってくださいとの

注文がありました。卓話がおもしろくないと私語

が増えるのでありまして、ご自分でされると、自

分の生き様や自慢話でもなんでもよろしいです

から、みなさん一生懸命聞いておられる、と山忠

さんから聞いております。前年度の浅井賢次Ｓ.

Ａ.Ａ.はほとんど私語がなかったというお話で

した。 

前・浅井Ｓ.Ａ.Ａ.が丁寧で心のこもったクラ

ブ計画書を書いておられましたので、私はそっく

りそのまま真似をして原稿を提出させていただ

きました。まず、ロータリーの会合におきまして、

気品と風紀、品格と人格という言葉がありました。

Iさん、くれぐれも気をつけてください(笑)。 

2番目に「例会は楽しく、魅力があり、１時間

おくつろぎいただけるよう例会場の雰囲気づく
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次回例会 
第 2978 回 ’14 年 7 月 25 日（金） 

  卓話担当者：坂井裕君 
  演   題：「ソーラーの話、他」 

 

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）  名古屋案内と空港お見送り 

り、また食事のバランス等を会場委員会協力の下、

配慮します」とあります。今年度は食事の 1500

円を 2000 円、約 3 割ちょっとの値上げで、2000

円の価値のあるものを食べさせていただきたい

と思います。もし苦情がありましたら、山田(勝)

会場委員長さんのほうへ言ってください。 

ロータリーはその年度の会長方針が例会に反

映されるわけであります。前年度の会長は(今日

はおりませんが)ロータリーわが命でありまして、

今年度会長の方針は「最善・親善・一善」で、こ

れは会長の会社(三善会)のコマーシャルですね。

例会が 3000 回にはまるというので上手に会社の

宣伝をしておられ、そのときには素晴らしいプレ

ゼントをくださるとか、ホントですか？ 

というわけで、１年間楽しい例会、明るい例会、

親睦第一で安江会長を支えていきたいと思いま

すので、どうか皆さんよろしくお願いいたします。

ありがとうございます。 

 
誕生日祝福（7月） 

稲垣宏高親睦活動委員長 

伊藤彰浩君（ 9日）  

住田由純君（11日） 

伊藤雅昭君（15日）  

伊藤祥文君（15日） 

篠田  廣君（20日）  

伊藤哲朗君（26日） 

 

 

 

 

 

 

夫 人  

伊藤哲朗夫人（ 2日）   水野憲雄夫人( 2日） 

根崎健一夫人（ 9日）   伊藤  誠夫人（10日） 

佐藤雅彦夫人（13日）   児玉  昭夫人（22日）  

中野義光夫人（29日）   伊藤雅昭夫人(30日） 

前田昭生夫人（31日） 

 

結婚記念日祝福 

篠田  廣君（20日）    生田達一君（ 6日） 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年奉仕委員会報告 

加藤則之前年度新世代委員長 

７月 12日(土)、藤井圓隆さん宅で、ジェッシ

ー君のホストファミリーを囲んで食事会を開催。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 野々山勝也幹事  
1. 本日は、先週に引き続きクラブフォーラムです。

先週時間の都合その他の理由で今週回しになっ
たＲ財団委員会と米山奨学委員会、それからクラ
ブ奉仕の各委員会の皆様、宜しくお願いします。 

2. 7 月 21 日(月・祝“海の日”)、伝承の館(以前の
図書館)で「尾張津島秋まつり三百年祭」第 1 回
目の講習会が開催されます。社会奉仕委員会(地
区補助金)の事業です。時間は午後 6：30 です。 

3. 7 月 22日(火)、サンガーデンにてジェッシー君と
成田浩規君の歓送迎会が行われます。時間は午後
6：00 です。たくさんのご参加をお願いします。 

4. 7 月 23日(水)、ジェッシー君と成田君が津島市長
を表敬訪問します。三谷栄一君、鈴木吉男君、加
藤則之君、伊藤哲朗君、寺島淳一君がお供します。 

5. 7 月 25 日(金)、第 2760 地区会員増強セミナーが
開催されます。安江会長、伊藤哲朗増強委員長が
出席します。 

6. 7 月 25日(金)、台北滬尾ＲＣのみなさんがやって
きます。歓迎会、天王祭の接待、お見送りなどい
ろいろありますので皆さんのご協力をお願いし
ます。 

7. 7 月 25日(金)、例会終了後に臨時理事会を開催し
ます。該当の方はご出席をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月 18日（金）第 2977回 幹事報告 
 

浅井彦治クラブ奉仕委員長と

高木輝和Ｓ.Ａ.Ａ. 

野々山勝也幹事 

 私がしゃべる時

間あるきゃ？ 


