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本日の行事予定 (2015 年 1 月 23 日) 

第 3002 回例会 
卓話担当：伊藤祥文君 
演  題：「天王祭と神葭(ヨシ)の祭」 

 
 先回の記録（例会） 

第 3001 回 ’15 年 1 月 16 日（金）晴れ 

≪クラブアッセンブリー≫ 

ロータリーソング 「我らの生業」 

ソングリーダー  山本達彦君 

会 員 総 数  67名   12月 19日例会分訂正 

出席免除会員  20名    欠 席 会 員    18名 

本日出席会員  54名     MAKEUP会 員    16名 

本日の出席率 85.71％   訂 正出席 率 98.48％ 

超 過 出 席 幅辰雄君、加藤則之君、三谷栄一

君、寺島淳一君、浅井賢次君、宅見康悦君、野々

山勝也君、鈴木吉男君（第 2回青少年奉仕委員会） 

 
会長挨拶 

安江正博会長 

ロータリアンは自分の職

業を通じて、社会に貢献す

るという考えが基本だと思

っております。しかし、近

年のＲＩの活動方針は、「ア

イサーブ」から「ウイサー

ブ」に活動の主力が移って

いるようです。このことが

顕著に見られるのが、ＲＩが設立したロータリー

財団の活動方針が、ロータリー活動の主力となっ

ていることです。 

ロータリー財団の活動方針には基本的に賛同

しております。しかし、ロータリー財団への寄付

は個人の意思ですべきであり、寄付を強制するよ

うな風潮はつくるべきではなく、ロータリー財団

の活動は、集まった寄付金の範囲内ですべきだと

思います。 

 故・佐藤千尋パストガバナー（第 2580 地区、

東京東ロータリークラブ）は、「もともとロータ

リークラブというものは、仲間同士を助け合おう、

自分の町を住みよくしようという、身近な問題か

ら誕生したもので、身を捨てて人類を救済しよう

という聖人の集まりではありません」と、話して

おられました。（ロータリーの友より） 

 
ニコボックス報告 第 3001回分 

杦田勝彦ニコボックス委員 

安江正博会長、三谷栄一副会長、野々山勝也幹事 

本日のクラブアッセンブリー、よろしくお願いし

ます。 

安江正博君 下期もよろしくお願いします。 

伊藤基君 工事が遅れていた新スタジオ、昨日

15日にオープンしました。 

余郷利彦君 津島市消防出初式が、よいお天気の

なか無事終わりました。これからはお酒をのむだ

けです。 

後藤務君 自動車のデザインが変わってきてい

るようです。トヨタ話題の「ミライ」のパネルが

受注できました。 

古川弘一君 ①いみじくも本日例会が家内の誕

生日に当たりまして。②会報で 3,000回記念のご

あいさつをさせていただきました。 

鈴木吉男君 新年会で焼酎が当たりました。青少

年奉仕委員会の新年会で飲ませていただきます。 

長田一郎君 余郷さん、矢田さん、伊藤幸蔵さん、

児玉さん、伊藤祥文さん、横井さん、佐藤雅彦さ

んにからみました。 

浅井賢次君 ①新年宴会東京で楽しい出会いが

あり、一年の始まり最高でした。②伊藤基君写真

館開設おめでとうございます。津島に一つ、名所

ができました。③3,000回新年懇親会、安江会長

始め高木Ｓ.Ａ.Ａ.、山田勝ちゃん、役員の皆様

ご苦労様でした。 

山田勝弘君 先回の 3,000回例会、ありがとうご

ざいました。特に浅井賢次さん、古川さんには大

変お世話をおかけし、ありがとうございました。 

篠田廣君 皆さん、あけましておめでとうござい

ます。海外で楽しい日々をおくってきました。 

相羽あつ子君、小林啓子君 今年もよろしくお願

いします。 
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根崎健一君 久し振りに例会に出席できました。 

梶浦興蔵君 ウィークリー担当なのでバンバン

写真をとります。 

加藤則之君 今日早退でクラブアッセブリーが

できません。申し訳ありません。 

松崎安孝君、河西あつ子君 先週休みました。 

佐藤雅彦君 バッジを忘れました。スイマセン。 

幅辰雄君 1 月 11 日、長女が成人式でした。今

日の新聞に入った着物店のチラシに写真が載り

ました。Ｈ.Ｍさんで掲載され、親として喜んで

います。山田章博君、山本達彦君、猪飼充利君、

佐藤敬治君、杦田勝彦君、稲垣宏高君、水野憲雄

君、長田一郎君、寺島淳一君、大河内勝彦君、坂

井裕君、伊藤祥文君、梶浦興蔵君、吉田康裕君、

宅見康悦君、加藤泰一郎君、前田昭生君、滝川林

一君、高木輝和君、伊藤哲朗君、佐藤雅彦君、生

田達一君、服部則仁君、住田正幸君 ウィークリ

ーに写真が載りまして。 

堀田力男君、加藤則之君、河西あつ子君 その他。 

 
≪クラブアッセンブリー≫ 

加藤則之職業奉仕委員長 
 職業奉仕月間には、私が 22 年

間ＲＣに在籍し、自分なりに学ば

せていただいたこと、感じたこと

などをお話させていただきまし

た。 

 

猪飼充利社会奉仕委員長 
① 地区補助金事業 

「尾張津島秋まつり三百年 

 祭」 

 共催団体：津島山車

保存会・津島石採祭

車保存会・ＮＰＯ法

人 ま ち づ く り 津

島・ＮＰＯ法人津島山車祭連盟 

 後援：津島市・愛知県教育委員会・津島

市教育委員会 

 協力団体：津島神社・津島神社崇敬会・

津島市観光協会・津島商工会議所・クロ

ーバーＴＶ・きまぐれ市 

 「講習会」7月21日・8月24日・9月7日 

お囃子・からくりの専門家による講習会を

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た。 

 「発表会」9月 21日(日）第 2986回例会 

講習会を重ねた結果の成果披露の発表会

として、津島神社南門横にて開催した。こ

の場には、半田の亀崎潮干祭や犬山の犬山

祭保存会のご協力も得て「からくり」を披

露するとともに、各商工会議所のご協力の

もと地域の物産展なども開催した。 

② ＲＣ文庫の寄贈 

  津島市立図書館・愛西市中央図書館に対し

てＲＣ文庫の寄贈を行い、11 月 21 日の例

会時に各館長にお越しいただき目録の贈

呈式を行った。 

③ 環境保全活動事業 

ポリオワクチンの原資となるペットボト

ルのキャップを 11月 14日彩雲館へ持ち込

んだ。 

※下期は、「環境保全」をキーワードとした事業

を行っていく予定。 

 

 

会長  

 

 

 

後藤務国際奉仕委員長 

 7月の天王祭に台北滬尾Ｒ

Ｃをお招きして喜んでいた

だきました。浴衣の着付けで

は、相羽先生に大変お世話に

なりました。 

 下期は 4 月 16 日に台北滬

尾ＲＣの周年記念例会に訪

問したいと思います。RI 国際大会はブラジルの

サンパウロで開催されます。 

 

幅辰雄青少年奉仕委員長 

今年度は津島東高校ＩＡＣ

設立に向け、プロジェクトチ

ームと委員で協力し立ち上げ

ることが重要課題と考え活動

致しました。 

8 月 23 日に津島市立図書館

で第 14回天王こども塾を開催

しました。今年度のテーマは『15 年戦争・聞き

取り平和学習』で戦争を体験した方の話と朗読、

戦争当時に使用された道具の展示を行い、小学生

32 人と津島ＲＣ会員 18 名が参加いたしました。

また、ロータリー平和フェロー第 9期生の水野真

希さんにも、ナイロビでの仕事の紹介や、現在起

きている海外の紛争と平和の大切さについてお

話しいただきました。 

9月後半にＲＩよりＩＡＣ設立が承認され、10

月 10 日に認証状伝達式を開催することになり、

ガバナー始め地区委員、地区ＩＡＣの代表、津島

市長にもご出席いただき、津島ＲＣ会員の参加に

より、第 2988 回例会としての式典も滞りなく行

うことができました。ロータリー平和フェロー第

9期生の水野真希さんに「世界の中の日本」と題

した記念講演をしていただきました。 

 地域に密着した行事はロータリーの存

在感を高めるのに非常に有意義だと思

います。 
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12 月のＩＡＣ例会を「しらさぎ福祉園」で開

催し、学校関係者と委員会メンバーが出席して、

餅つき、管弦楽部の演奏を行いました。 

次年度の青少年交換事業に対し、地区委員会へ

1 名を推薦いたしました。8 月 2 日に実施された

地区青少年交換 2015～16 年度派遣学生選考テス

ト及び面接に合格し、現在派遣に向けてオリエン

テーションを受講しています。 

下期は津島東高校ＩＡＣ例会とクラブの活動

を推進し、学生と津島ＲＣ会員が多数参加してい

ただけるよう、委員会メンバーで活動提案し継続

事業として努力いたします。 

天王文化塾・ＮＰＯ法人まちづくり津島主催の

「ふるさと学習大賞」に協賛し、小・中学生の参

加者に津島ＲＣネーム入りの参加賞を贈ること

に致しました。 

 

 
  
 

 
 
 
 

 
 

佐藤敬治ロータリー財団委員長 
クラブの一般寄付を会員

一人当たり 10,000 円いたし

ました。ポールハリス・フェ

ローは、幅辰雄君と小林啓子

君の 2 名にお願いいたしま

した。 

ロータリー財団月間(11

月）に地区Ｒ財団資金推進委

員長 中林正人君を講師に迎え理解推進プログ

ラムを実施しました。 

社会奉仕委員会事業『尾張津島秋まつり三百年

祭』に対しまして、地区補助金を頂きました。 

以上、報告申し上げます。 

 
篠田廣米山奨学委員長 

 今年度は奨学生の世話クラ
ブではありませんでした。毎
年恒例の普通寄付金として会
員 1 人当たり 5,000 円やりま
した。米山功労者は松崎安孝

君と前田昭生君にご協力いた
だきました。 
 

浅井彦治クラブ奉仕委員長 

 クラブ奉仕委員会は、「ロ

ータリーに入ってよかった

な」と、これだけです。 

 

稲垣宏高親睦活動委員長 
12 月 6 日に、クリスマス家

族例会を開催いたしました。会

長方針でもある、メンバーと家

族が打ち解け、ロータリーの活

動により親しんでいただきた

いという思いにおいて、この家

族会が、メンバー家族合わせて

140名を超える方にご出席いただき、盛況に会を

終えることができ感謝しております。 

5月に行われる家族会旅行においても、メンバ

ーとご家族がより一層の親睦が図れるよう、企画

立案いたします。 

また、慶弔においては、残念ながら滝川さんの

お母様が 1月 11日に逝去されました。12日に通

夜、13 日に告別式が行われました。大変残念な

ことではありますが、当委員会として、ご家族を

支えていきたいと思います。 

 

寺田晏章ロータリー情報委員長 

情報委員会の第一の役割は

対外的にロータリー活動をア

ピールすることだと認識して

おりますが、今年度は青少年

奉仕委員会の天王子ども塾や

インターアクトクラブの設立、

また社会奉仕委員会の「尾張

津島秋まつり三百年祭」の事

業など近年にないすばらしい活躍があり大きな

成果があったことを地区研修情報委員会に報告

したいと思います。 

第二に新入会員への研修と、緊張を和らげ活動

に参加しやすくする懇親会を、桜の花の咲く頃に

開催する予定です。 

 

山田勝弘会場委員長 
 まずは先回第 3000 回の記
念新年初例会を無事に終え
ることができ、ありがとうご
ざいました。 
上期の例会を振り返りま

すと、和やかな雰囲気の中で
進めることができたと思い
ます。ガバナー、ガバナー補

佐訪問も無事に終えることができ、ゲスト、ビジ
ターの方々にも打ち解けた気持ちで過ごしてい
ただけたのではないかと思います。 
 しかしながら、時間配分がスムーズに行えず、
卓話の時間がきちんと取れなかっ
たことが何回もありました。下期は
時間配分にも十分注意して進めて
まいりますので、皆様のご協力をお
願いいたします。 
 
 

 青少年奉仕委員会では予

想に反して忙しく、委員長

に活躍をしていただきま

した。また、鈴木吉男君の

ＩＡＣ設立への行動力に

は敬意を表します。 

卓話開始時刻 

安江正博会長 
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次回例会 
第 3003回 ’15 年 1 月 30 日(金)  

≪ロータリー理解推進月間≫ 
卓話担当：Ｒ情報委員長 寺田晏章君 
卓話代理：Ｒ情報委員 鈴木吉男君 
演  題：「ロータリー理解月間によせて」 

お知らせ 
■西尾張分区ＩＭ 

と き：2月 7日（土）17：30～ 

ところ：名鉄ニューグランドホテル 7Ｆ 

伊藤哲朗会員増強委員長 
上半期は皆様のご協力

をいただき 4名の新入会員
に恵まれました。それぞれ、
ご活躍をいただいており
ます。下期につきましては
上期の活動のもとにさら
に 2名程の目標をもって活動を続けますが、結果
として次年度にご入会いただけるような布石に
したいと思います。 
また、「津島ロータリークラブ」の歌に参画で

き、ありがたく思っています。 
 

八谷潤一広報委員長 
 メンバーが写真を撮り、委
員会は校正するだけです。社
会奉仕委員会の補助金事業は
大変いい事業だということで、
『ロータリーの友』に投稿し
たいなと思っております。ま
た、facebook をされておられ

る方がおりましたら、お知らせください。 
 

伊藤幸蔵ニコボックス委員長 
 皆さんのお蔭をもちまして、順

調にやっております。引き続きよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 

高木輝和Ｓ.Ａ.Ａ. 
   先ほど幅さんが長く話され

ましたが、ホントに熱心で、

今度卓話の時にはＩＡＣの

ことを 30 分話していただき

たいと思っております。 

 Ｓ.Ａ.Ａ.の仕事はロータ

リアンとしての気品と風紀

を守っていただくことです

が、良識をもって気をつけて

いただきたいということで

す。ネクタイがなかったら、うち（の店に）たく

さんありますので、取りに来てください。あとは

私語をなくしていただきたいということであり

ます。あと半年、どうぞよろしくお願いします。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誕生日祝福（1月） 

稲垣宏高親睦活動委員長 

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）  

松本 浩義君（28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）  古川弘一夫人（16日）  

松本浩義夫人（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）  

 
 

 

 

 1月 22日(木)のゴルフ例会は雨のため中止に

なりました。次回 2月 19日(木)は二十四節気の

「雨水」ですが、雨も雪も降りませんように…。 

 
 

 

 野々山勝也幹事 

1. 地区大会のご案内を出席義務者の方に配付し

ました。2月 13日(金)までに出欠のご返事を

お願いします。 

2. 西尾張分区ＩＭの二次会のご案内を、ＩＭ出

席予定者の方に配付しました。1月 30日(金)

までに出欠のご返事をお願いします。なお、

二次会のみ出席される方は私か事務局にお申

し出ください。 

3. 3月 13日(金)の例会は、先週の理事会で定款

6-1により休会とすることが決まりました。 

4. 1月 30日(金) 午後 4時頃、津島東高校インタ

ーアクトクラブ例会があります。 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1月 23日（金）第 3002回 幹事報告 
 

三谷栄一副会長 野々山勝也幹事 滝川林一君より

会葬お礼 


