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本日の行事予定 (2015 年 6 月 26 日) 

第 3020 回例会 
≪納 会≫ 

 
 先回の記録（例会） 

第 3019 回 ’15 年 6 月 19 日（金）晴れ 

≪クラブアッセンブリ≫ 
ストレッチ体操  中野義光君 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

ソングリーダー  伊藤 基君 

会 員 総 数  67名   5月 31日例会分訂正 

出席免除会員  20名   欠 席 会 員   53名 

本日出席会員  56名   M A K E U P会員    40名 

本日の出席率 83.58％ 訂 正出席 率 94.74％ 

超 過 出 席 浅井彦治君、野々山勝也君、寺田

晏章君、山田章博君（ロータリー情報委員会）、

伊藤哲朗君、浅井彦治君、田中正明君（次年度ロ

ータリー財団委員会） 

 
会長挨拶 

安江正博会長 

1 年間お付き合いいた

だきありがとうございま

した。最後は、“私たち

人間について”です。 

 動物の中で、なぜ人間

だけがこれ程進歩したの

だろうか？ 

人間の先祖は、いつの頃からか地面に降りてき

て立ち上がった。この“二足歩行”が、人類の進

歩を決定づけたと信じられています。 

 つまり、立ち上がって二足歩行をするようにな

ると、脳を脊髄の上に垂直にのせられるようにな

る。こうなると、理論的には脳が相当重くなって

も支えることができるわけで、その結果、脳が発

達したのです。 

 また、人間の先祖は、木の上を枝から枝へと飛

び移っていたため、指がとても発達していた。だ

から、木からおりて二本の足で歩行し始めた時に、

あいた前足は色々なことをやるのに向いていた。

火をつくる、火を使うという他の動物では考えら

れないことがやれた。 枝から枝へと飛び移る一

種の道具にすぎなかった前足が、もっと積極的な

前向きの道具に変化し、それを使って、人間は進

歩をはじめたわけです。 

 話は変わりますが、「人間というものは、結局

は消化器と生殖器から成り立っている」と、言っ

た人がいます。人間も動物だから、まさにその通

りだが、「脳はいらないのか？」といった冷やか

しは別として、たしかに食欲と性欲は人間にとっ

て大きな関心事であります。 

 人間は、この二つを満ち足りたものにするため

に働いていると言っても過言ではありません。煎

じつめれば、美味しいものを食べるため、そして

女性との楽しい時間を過ごすため、一生懸命に働

いているようなものです。 

 人間の欲求・欲望について“中日春秋”のコラ

ム欄にこんな記事が載っていました。 

「私たちの祖先はなぜ、二足歩行を始めたの

か？」 

この問いに、京都大学霊長類研究所などの国際

チームが導き出した答えは、こうでした。貴重な

食料を独り占めするため、手を使えるようにして

できるだけ多く運ぼうとしたから……と。アフリ

カ・ギニアでの野生チンパンジーの行動分析から

わかったこととして、米科学誌に発表されました。

何か、根源的な部分で、人間の“正体”を突きつ

けられたような思いがしたニュースでした。 

 それこそ江戸時代の人気作家井原西鶴が、＜人

間は欲に手足の付いたるものぞかし＞というよ

うに、より多く、より便利なものをと求め続ける

人間の『欲』が文明を進めてきたのも確か。 

 原発とて、より安く、よりたくさんの電気をと

求めた『欲』の産物だろう。だが、あの事故は、

実際はあれほど危険で高くつくものはないと教

えられました。そして多分、人間が『欲』を制御

できないことの怖さも。 

『西鶴諸国ばなし』に、竜宮でいい思いをして

戻った男の話に誘われ、湖に入って二度と帰れな

かった人の話があります。＜人間ほど、物のあぶ



     

 

- 2 - 

第 3020 回例会                                                               

なき事を、かまはぬ者なし＞とは『欲』にかられ

た愚行への西鶴の哀れみでしょうか。 

 今、原発再稼働が策されています。好きなだけ

電気を使いたいという『欲』にかられ、＜あぶな

き事を、かまはぬ＞……。それは止しにしたいと

思います。 

 
ニコボックス報告 第 3019回分 

杦田勝彦コボックス委員 

安江正博会長、三谷栄一副会

長、野々山勝也幹事 ①本日

はクラブアッセンブリです。

よろしくお願いします。 

安江正博会長 各委員長の

皆様、本日はクラブアッセ

ンブリです。１年間の報告

をよろしくお願いします。 

浅井彦治君 本日のクラブアッセンブリ、よろし

くお願いします。 

山田勝弘君 本日、吉田副委員長の代理で司会を

担当します。今年度も残すところ、あと 2回の例

会です。よろしくお願いします。 

後藤務君 マツダ、日本名アクセラの仕事が決ま

りました。メキシコの工場も遅れていますが、9

月頃には稼動する予定です。 

田中正明君 昨日の地区ロータリー研究会で『ロ

ータリー3分間情報』という書籍を購入しました。

浅井彦治さんには大変お世話になり、ありがとう

ございました。 

宇佐美三郎君、伊藤祥文君 例大祭が無事終わり

ました。いよいよ天王祭です。 

浅井賢次君 ①余郷さん、鶴見さん、宮司さん、

津島神社大祭ご苦労様でした。②ウォーキングし

ませんか？ 天王川で体操した後、公園～神社へ

と歩き爽快です。③皆さんから写真をたくさんい

ただきありがとうございました。 

鈴木吉男君 ＲＩ世界大会のブラジルは大変危

険なためやめて、ロシア、オーストリアに行って

きました。高木さんと同じように手荷物検査でパ

スポートがなくなり大騒ぎになりましたが、15

～20 分の捜索の結果、ベルトコンベアの隙間よ

り下に落ちていました。無事発見できロシアの係

員 10 人程と一緒にバンザイ三唱をしてしまいま

した。 

相羽あつ子君 おかげ様で幼稚園創立 90 年を迎

え記念行事を行います。23 日は皆様、関係する

方々のお越しをお待ちしています。 

滝川林一君 久し振りの出席です。イタリア禁酒

旅行無事帰りました。 

伊藤幸蔵君 クラブアッセンブリ、基君よろしくね。 

加藤隆朗君 先週は休みました。 

前田昭生君 ウィークリーに写真が載りまして 

佐藤雅彦君、三谷栄一君、生田達一君、稲川明俊

君、小林啓子君 その他。 

 
≪クラブアッセンブリ≫ 

加藤則之職業奉仕委員長 

22年ロータリーにいます

が、職業奉仕について 1 年

間一生懸命考えました。結

論はロータリーの原点とい

うことです。なかなか委員

会のメンバーとは活動しな

いうちに終わってしまいま

したが、お世話になりまし

てありがとうございました。 

 

猪飼充利社会奉仕委員長 

① 「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）例会日 

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、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し

た。 

② ロータリー文庫の寄贈 

  津島市立図書館・愛西市中央図書館に対して

ロータリー文庫の寄贈を行い、11 月の例会

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

のキャップを彩雲館へ持ち込んだ。 

 5月の環境保全月間に合わせて、「ＲＣにお

ける環境保全活動について」と題して例会に

てＲＣ地区社会奉仕杉浦副委員長の卓話を

行った。 
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後藤務国際奉仕委員長 

 7月の天王祭に、姉妹クラ

ブの台北滬尾ＲＣから18名

の会員・家族が来られて楽

しんでいただきました。ま

た、4月には台北滬尾ＲＣ創

立 9周年記念例会に 11名が

出席しました。地区ＷＣＳ

には地区一括事業の費用

100,000円を拠出しました。 

 

幅辰雄青少年奉仕委員長 

1. 津島東高等学校のイン

ターアクトクラブ例会

開催と地域のボランテ

ィア活動にＩＡＣ会員

が参加、また地区主催の

ＩＡＣ研修と大会にも

出席して頂きました。5

月 22 日はＩＡＣ歓送迎

会を開催し、津島ＲＣ会員と顧問の先生、イ

ンターアクトクラグ生徒と楽しく会食しまし

た。 

2. 青少年交換事業で中西里緒さんが、次年度ア

メリカに交換留学が決まり、津島ＲＣも留学

生のマリアさんの訪日に向け受入体制を整え

ることができました。 

3. 3 月 29 日、津島ＲＣが協賛しました『第１回

ふるさと学習大賞』で優秀作品に選ばれた小

学生の表彰式に出席しました。 

 

佐藤敬治ロータリー財団委員長 

今年度、皆様のご協力に

より、一般寄付として会員

1 人 10,000 円。ポール・

ハリス・フェロー（1 名

＄1,000）2名の方にお願い

できました。感謝申し上げ

ます。 

また、地区補助金につき

ましても、昨年度に引き続

きお願いすることができました。会長はじめ携わ

っていただきました皆様に心からお礼申し上げ

ます。 

 

篠田廣米山奨学委員長 

今年度は奨学生があり

ませんでしたので、楽をさ

せていただきました。普通

寄付金で皆さんから 5,000

円ずつ寄付し、2 名の方に

米山功労者になってもら

いました。ご協力ありがと

うございました。 

浅井彦治      

クラブ奉仕委員長 

ロータリアンでいてよか

ったという目的のために、

少しはお役に立てたかなと

思っております。 

 

 

稲垣宏高親睦活動委員長 

メンバーに恵まれて、充

実した活動できたのではな

いかと思います。 

12 月のクリスマス家族

会、5 月の日帰り家族会を

おこないました。1 年間あ

りがとうございました。 

 

寺田晏章ロータリー情報

委員長 

5月 29日に新入会員に参

加していただき、ロータリ

ーの活動内容の勉強会を

行いました。7 名の出席で

『わかりやすいロータリ

ー』という本を使って、鈴

木吉男委員の説明で食事

もおあずけで長時間（約 1

時間）、内容の充実した勉

強会となりました。詳細は

あまりにも盛りだくさんでしたので説明は省略

しますが、新入会員に限らずベテランの会員にも

再度勉強していただきたく思います。 

 

山田勝弘会場委員長 

例会は、まだ来週の納会

が控えておりますが、1 年

を通じて会員の皆様のご協

力により何とか無事に終え

ることかできました。 

委員会メンバー全員に会

場の準備、片付けと非常に

まじめに取り組んでいただ

けたと思います。 

ただ残念なのは、時間配分に少々問題があった

かと思います。卓話の時間 30 分の調整の難しさ

を感じました。 

第 3000 回の記念例会をはじめとして、会員相

互、また来訪されたゲスト、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と思い

ます。 

最後に毎回のピアノ演奏の横井さん、そしてス

トレッチ体操、ソングリーダーを行っていただい

た皆様ありがとうございました。 
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伊藤哲朗会員増強委員長 

1. 入会が今年度上期に少

しかたまったのは偶然

です。 

2. 地区会員増強セミナー

に参加できたので、いろ

いろな進め方を確認で

きました。 

3. 前年の増強委員長や新

入会員と同年代のメンバーが応援してくれま

した。 

4. ロータリークラブの紹介ツールを作成して、

候補者の方に説明して回りました。その結果、

今すぐに入会いただけないけど、今後入会し

ていただけそうな予備をつくることができま

した。 

5. 私自身が入会して以来、メンバーになってい

ただけるよう、声かけはずっと継続していま

した。 

6. 津島ＲＣは非常に仲が良く、環境がいいので、

紹介しやすかったです。 

7. 職業奉仕というロータリーの特性を説明して

いけたのが良かったと思います。 

という内容で、7 月 17 日の地区会員増強セミナ

ーで事例発表をし

てきます。津島ＲＣ

は 今 年 度 4 人

（6.3％）の純増が

でき、地区で 4クラ

ブが代表で事例発

表することになっ

ています。 

 6月 24日、ガバナ

ー事務所より、2014

～15 年度会員増強

のガバナー賞の賞

状が届きました。 

 

 

八谷潤一クラブ広報委員長 

当たり前のことをもく

もくと行う委員会で、メン

バー6名が 2ヵ月ずつ担当

して、全員が活動すること

ができました。私は 2回目

の広報委員長ですが、以前

は 1人で写真を撮り、1人

でやっていました。ニコボ

ックスの資金源にもなっ

ておりますので、次年度もじゃんじゃん写真を撮

っていただいて、私、次年度はニコボックス副委

員長なので、協力してもらいたいとお願いしまし

てごあいさつといたします。 

 

伊藤基ニコボックス副委員長 

委員長から「よろしくね」

というニコボックスをいた

だきました。 

皆さんご協力ありがとう

ございました。お蔭をもちま

して、目標は 4月末の例会で

クリアしております。委員会

メンバーの出席率が高く、入

り口に毎週そろって座って

皆さんと目を合わせた成果もあったのかと思い

ます。信用のおける銀行さんと、何か問題があっ

たときには弁護士さんが守備についていてくれ

る状態でしたので、安心できました。 

ニコボックスの多い日は、台北滬尾ＲＣが来日

したとき、会長さんが退院されたとき、加藤さん

が当選されたときなどでした。次年度のニコボッ

クス委員長さんが、ニコカードを見て、金額の多

いのは次年度に回してねと言ってました。ありが

とうございました。 

 

高木輝和Ｓ.Ａ.Ａ. 

品格と人格、それから、

えーっと、風紀と気品を

尊ぶのがロータリーでご

ざいまして、お客さんが

おみえになって、私語が

ないと言います。卓話講

師の方が、あんまり津島ＲＣが静かで、かえって

話しづらいと言っておられました。よく見るとほ

とんどの人が眠っていました。1年間、Ｓ.Ａ.Ａ.

はたえず例会を楽しんでいただくというのが仕

事です。次年度は宅見さんですので、大変楽しみ

にしております。どうもありがとうございました。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

三谷栄一副会長 野々山勝也幹事 

片岡鉄親睦活動委員 
中野義光君の 

ストレッチ体操 

 東京五輪で

空手を！ 
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次年度社会奉仕委員会 

次年度青少年奉仕委員会 
 6 月 19 日（金）午前、日比一昭津島市長を訪

問し、次年度地区補助金事業「津島の祭検定」と、

「第 15 回天王子ども塾」開催をお知らせすると

ともに、2015～16年度初例会（7月 3日）に、津

島ＲＣ名誉会員としてのご出席をお願いしまし

た。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金事業

は社会奉仕委

員会と青少年

奉仕委員会の

合同事業で、

公式テキスト

『 津 島 の 祭 

ジュニア版』

を発行し、津島市に寄贈しました。 

以上の模様は西尾張ＣＡＴＶにて録画放映さ

れ、中日新聞にも取材していただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
米山奨学委員会 

（米山記念奨学会 6/19付ＨＰより） 

第 1 回よねやまフォトコンテストが開催され、

169点の作品が応募されました。その中から最優

秀賞 1点、優秀賞 3点、佳作 5点が選ばれ、学友

の尤銘煌さんの写真が佳作に入選しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「世界平和」（尤銘煌） 

山形市馬見ヶ崎河川公園で、自分が担当してい

る留学生の日本文化授業として芋煮会を行うと

同時に、米山奨学生を含む 9名 8国の留学生と交

流ゲームを楽しんでいる。 

 

全体講評： 

2014-15年度広報委員会委員長植木康之氏より 

今回初めてのフォトコンテストを試みたが、

多くの皆さまから応募をいただいたことに感

謝したい。ロータリー米山記念奨学事業は、

聞いて知ってはいても、具体的にどういうこ

とをやっているか、実際に目にする機会のな

い人も多い。今回の受賞作品を通じて、米山

奨学事業の真髄である心の交流、また、楽し

い活動を多くの方に見ていただき、ロータリ

アンや米山奨学生・学友たちの次のチャレン

ジへつながればこれほど嬉しいことはない。 

 
第 2回ＷＦＦ実行委員会より 

 昨年11月1～3日に久屋大通公園で開催された

「第 2回ワールド・フード・ふれ愛フェスタ」の

際に購入したチケットに含まれる協力金・地区国

際奉仕プロジェクトへの浄財が、カンボジアでの

事業に活用されました。6月 8日に引き渡し式が

行われました。 

 シェムリアブ近郊の

カール村に津島ＲＣの

銘板を付けたトイレと

井戸が寄贈されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

次年度の三谷栄一会長 

  山本達彦幹事、山田勝弘社会奉仕委員長、 

          服部貴青少年奉仕委員長 

ジュニア版公式テキ

スト『津島の祭』 

一般用公式テキスト

『津島の祭礼』 

（津島法人会刊） 
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第 3020 回例会                                                               

次回例会 

第 3021 回 ’15 年 7 月 3 日(金) 

≪新年度初例会≫ 

お知らせ 

■2014～15年度国際奉仕、会員増強、 

会場委員会合同委員会 

と き：7月 1日（水） 

ところ：東照庵 

 

■第 15回天王子ども塾 

と き：7月 12日(日)9：00～16：00 

ところ：わざ・語り・伝承の館 

内 容：「祭りを学ぶ」 

 

■クラブアッセンブリ 

  7月 10日（金）（1回のみ） 

 

■ガバナー補佐訪問例会 

  7月 17日（金）（ウール会館） 

  ※例会終了後、クラブ協議会を開催 

します。 

 
 

 

 

 

 

6月 25日（木）、桑名ＣＣで会長

杯ゴルフ会が開催されました。2014

～15 年度の最後を飾る会長杯は     

篠田廣君でした！ おめでとうござ

います！ 

 ゴルフの後、木曽路津島店にて、

みんなで親睦会を楽しみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  野々山勝也幹事 

1. 本日は納会です。みなさん 1年間大変お世話

になりました。 

2. 本日、午後 6時より「みやこ」にて今年度理

事会メンバーによる打ち上げ会があります。

ご出席の方はよろしくお願いします。 

3. 7 月 1 日(水)午後 6 時より、「東照庵」にて

国際奉仕、会員増強、会場委員会の合同打ち

上げ会があります。 

4. 次週 7月 3日は次年度初例会です。津島市長、

愛西市長、米山奨学生のハンドさんがいらっ

しゃいます。また、例会終了後に役員・理事・

委員長会議がありますのでご出席をお願い

します。 

5. ガバナー事務所より、会員増強の「ガバナー

賞」が届いています。 

6. 昨年 11 月に開催された地区の「第 2 回ワー

ルド・フード・ふれ愛フェスタ（ＷＦＦ）」

で津島ＲＣは 134 枚（1 人当たり 2 枚）のチ

ケットを購入しましたが、その一部がカンボ

ジアでの国際事業に活用されましたという

報告書が届きましたので回覧しております。

津島ＲＣの銘板がつけてあります。 

7. 7月のロータリーレートは 1ドル 124円です。 
 

 

6月 26日（金）第 3020 回 幹事報告 
 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 篠田 廣 37 37 74 3 71 

2位 佐藤敬治 39 45 84 13 71 

3位 浅井彦治 45 42 87 11 76 

 

7月 3日(金) 割子弁当 
7月 10日(金) 冷しゃぶ 
7月 17日(金) フライ定食 
7月 24日(金)  上鰻丼 
7月 31日(金) ちらし寿司 
※8月 7日(金) カレーライス 

7月のメニュー 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

稲沢 RC 7/15 水 林商事ビル 

名古屋丸の内 RC 7/16 木 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 

名古屋北 RC 7/24 金 名古屋東急ホテル 

名古屋空港 RC 7/27 月 キャッスルプラザ 

名古屋城北 RC 7/28 火 栄東急 REIホテル 
 

 


