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本日の行事予定 (2015 年 7 月 10 日) 

第 3022 回例会 

≪クラブアッセンブリ≫ 

 
先回の記録（例会） 

第 3020 回 ’15 年 7 月 3 日（金）晴れ 

≪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 山田勝弘君 
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 

2015学年度米山奨学生 

     ボルドバートル・ハンドさん 

会 員 総 数 67名    6月 12日例会分訂正 
出席免除会員  20名    欠 席 会 員    16名 
本日出席会員  56名    MAKEUP会 員    12名 
本日の出席率  83.58％  訂 正出席 率  98.44％ 
超 過 出 席 安江正博君、三谷栄一君、野々山
勝也君、前田昭生君、高木輝和君、山本達彦君、
服部貴君、幅辰雄君、佐藤敬治君、篠田廣君、稲
垣宏高君、寺田晏章君、山田勝弘君、伊藤幸蔵君、
八谷潤一君、浅井彦治君（第 15回役員・理事・委
員長会議）、浅井彦治君、田中正明君（地区ロー
タリー研究会） 
 

会長挨拶 

三谷栄一会長 

2015-16年度のＫ.Ｒ.ラ

ビンドランＲＩ会長は年度

テーマとして『Be a gift to 

the world(世界へのプレゼント

になろう)』と提唱しています。 

「地位や身の上にかかわらず、才能、知識、能力、

努力、そして献身と熱意など、誰でも与えること

のできる何かをもっているはずです。私たちは、

ロータリーを通じて、これらを世界にプレゼント

することで、誰かの人生に、そして世界に、真の

変化を起こすことができるはずです。『人は手を

閉じて生まれ、手を開いて世を去る』、また『己

の才能は、天から授かったもの』と言われます。

ですから私たちは、その授かりものをお返しする

のです。私たちは皆、この世に生まれ、何でもつ

かみ取ろうとしますが、この世を去るときにはす

べてを残していきます。ロータリーを通じて私た

ちは、いつまでも続く、本物の何かを残すことが

できるでしょう。私たちに与えられた時間は今で

す。この機会は二度と訪れるものではありません」

と、Ｋ.Ｒ.ラビンドラン RI会長は、テーマについ

て解説されています。 

 また、第 2760地区加藤陽一ガバナーは地区方針

として『ロータリーの原点に学ぶ～友情と寛容の

輪を拡げよう～』をテーマに掲げられ、地区行動

指針は次のとおりです。①高潔なロータリアンを

目指し、常にバッジを着用する ②例会に積極的

に出席し、ロータリー活動を楽しむ ③自主的ク

ラブの運営 ④会員増強・退会防止 ⑤地区の改

善・改革。本年度はＲＩ会長、地区ガバナーの方

針を踏まえ『友情と寛容』による強い土台を造り、

各メンバーが安心して『奉仕』活動ができるクラ

ブ作りを目指して参りたいと思います。会員皆様

の一層のご指導ご協力を心からお願いします。 

 
1. 奉仕の意味、原点を考え、クラブ奉仕、職業

奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕を実

践する。 

2. 会員の親睦を深め、年齢を超えた友情を作る。 

3. ロータリー活動を広く知っていただくため

に、インターアクトクラブとも協力し、情報

公開を積極的に行う。 

4. 例会の楽しさを実感し、出席率の向上を目指す。 

 

重点事項 
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市長挨拶 

津島市長 日比一昭氏 

 本日は伝統ある津島ＲＣ

の初例会にお招きいただき

まして、ありがとうございま

す。古巣にかえらせていただ

いたような気がして、本当に

嬉しく感じます。三谷会長さん、山本幹事さんの

もとで素晴らしい数々の事業をされるのを楽しみ

にしております。 

公式テキスト『津島の祭』を津島ＲＣさんから

334冊頂戴いたしました。ジュニアというものの、

津島の祭がわかりやすく書かれていまして、きっ

と子供たちが大喜びで一生懸命勉強することと考

えております。 

7 月は尾張津島天王祭でございます。ご存じの

通り来年の秋には、ユネスコの無形文化遺産とし

て、全国 33のお祭りのひとつに登録されようとし

ております。私も一生懸命頑張ってまいりますが、

プレイベントが 7月 11日、12日に開催されます。

今年は一つ事業がありまして、朝祭に津島の小学

校 5～6 年生を招待しようという企画をしており

ます。 

また、写真家の浅井慎平さんに委員長をしてい

ただき、賞金 100 万円の津島の再発見という「リ

ディスカバリー津島・写真コンテスト」を実施す

ることになりました。これも大いに、津島に来て

いただいて映像にするという企画です。併せて津

島の町屋にどんな活用の仕方があるかを、全国か

らコンペディションでやらせていただきます。こ

れも 50万円でアイデアを募るという企画です。 

このような数々の事業をやらせていただいてお

りますが、津島を大学のキャンパスにしようとか、

いろんな企画を練っていきたいと思っております。 

今年第 7 回観光交流サミットが岡崎で開催され

ました。来年はこれを津島に誘致したいと考えて

おりますので、観光協会の皆様が頑張っておられ

るところです。市制 70周年を目の前にして様々な

イベントや事業に頑張っていきたいと思っており

ます。どうかロータリーの皆様にもお力添えをい

ただきますようお願い申しまして、私の挨拶とさ

せていただきます。 

 

愛西市長 日永貴章氏 

 本日は、年度の初めの例会

にお招きいただきまして、あ

りがとうございます。皆様に

は、愛西市の市制にご理解い

ただきまして、ありがとうご

ざいます。 

 愛西市が合併してから、この 4月から 11年目に

入りました。各種事業について 10周年という冠を

つけさせていただいて、愛西市のピーアールに務

めたいと考えております。庁舎も新たに建設させ

ていただきました。皆さん、お時間がありました

ら、一度ご覧いただきたいと思っております。 

 7 月の天王祭朝祭には、わが愛西市の市江車も

出させていただくわけですが、津島市とともに手

を携え、ユネスコ登録に向け天王祭を盛り上げて

いきたいと思っております。皆様方にはご協力、

ご理解をいただきたいと思っております。 

 「ふるさと納税」もさせていただいております。

愛西市外の方々にふるさと納税をしていただいて、

レンコンとお米を贈らせていただきますので、ど

うぞよろしくお願いします。 

 今日は私の誕生日でありまして(拍手)、これか

らも一生懸命愛西市のため、海部地域の発展のた

めに尽力していきたいと思っておりますので、皆

様方にも今まで以上に、ご支援ご協力いただきま

すよう、お願いしましてお礼とお祝いのご挨拶に

させていただきます。本日は誠におめでとうござ

います。 

 
幹事報告 

山本達彦幹事 

入会させていただいて丸 7

年になります。「あんたのお

祖父ちゃんは 6回も幹事やっ

たで、あんたはもうやらんで

ええかもわからん」と言われ、

深くうなづいて今日までまいったわけです。今と

なっては、その方の言葉が単なるお戯れであった

と感じておりますが…。 

ともかくよろしくお願い申し上げます。本日お

配りしました「クラブ計画書」の幹事運営方針に

も書いておりますが、例会第一主義ということで、

例会の充実をはかりたいと思っております。 

 

1. 本日は初例会です。名誉会員の津島市長、愛西

市長にご出席いただいています。さきほどご挨

拶いただきました。 

2. 本日、米山奨学生のハンドさんに出席していた

だいています。後ほど会長より奨学金をお渡し

します。 

3. 7 月 10 日はクラブアッセンブリです。本日案

内を配布いたしました。委員長の皆さんはご準

備宜しくお願いいたします。 

4. 本日、クラブ計画書を配布いたしました。よろ

しくお取り計らいください。 

5. 本日、上期会費請求書と会員証、会員名簿用の

訂正シール、ウィークリー用のバインダーをお

配りしました。会費の速やかな納入にご協力く

ださい。 

6. 本日、『ロータリーの友』『ガバナー月信』７

月号と、前年度の地区大会記録誌を地区大会出

席者の方に配布いたしました。 

7. 本日 7 月 17 日のガバナー補佐訪問におけるク



     

 

- 3 - 

第 3022 回例会                                                               

ラブ協議会のご案内を配布いたしました。役

員・理事・委員長及び入会 3年未満の方の出席

及び準備をお願いいたします。 

8. 7 月 23 日の「米山学友・奨学生歓迎会」の案

内を配布いたしました。尤銘煌（ユウ・ミン・ホァ

ン）さん、于咏（ウ・エイ）さんの新旧米山親善大

使と、米山奨学生のボルドバートル・ハンドさ

んをお招きします。皆様のふるってのご参加を

お待ちいたします。 

9. 本日、例会終了後に第 1回役員・理事・委員長

会議を開催します。該当の方のご出席をお願い

します。 

 
ニコボックス報告 第 3021回分 

高木輝和ニコボックス委員長 

日比一昭津島市長 三谷年

度頑張ってください。私もが

んばります。 

日永貴章愛西市長 ①いつ

もありがとうございます。②

本日誕生日です。 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副

会長、山本達彦幹事 ①本

日は新年初例会です。1 年間よろしくお願いしま

す。②米山奨学生ハンドさんをお迎えして。 

三谷栄一会長 ①１年間よろしく。②日比市長、

日永市長をお迎えして。③役員の皆さんよろしく。 

浅井賢次君 ①旅ですっかり楽しませてくれた三

谷会長、伊藤幸蔵副会長、山本達彦幹事、それに

高木輝和ニコボックス委員長、珍道中役員発足頑

張ってください。 

鈴木吉男君 初例会新役員の皆様ごくろう様です。

観光協会も来週より天王祭の宣伝に入ります。愛

知県下の放送局、新聞等のマスコミ、そして永田

町の全国都道府県会館及び東京駅のコンコースで

宣伝させていただきます。 

住田由純君 ①三谷君、1 年がんばって。だいじ

ょうぶ安心しています。 

加藤泰一郎君 新会長、新役員のこの 1 年間のご

健闘を期待しております。 

大河内勝彦君 慣れない委員長ですが、スムーズ

な司会進行を心掛けて参ります。皆様のご協力を

よろしくお願いいたします。 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副会長、山本達彦幹事、

相羽あつ子君、浅井彦治君、浅井賢次君、飯村理

君、猪飼充利君、稲垣宏高君、稲川明俊君、伊藤

誠君、伊藤雅昭君、伊藤基君、伊藤哲朗君、伊藤

祥文君、大河内勝彦君、梶浦興蔵君、片岡鉄君、

加藤則之君、加藤泰一郎君、加藤隆朗君、河西あ

つ子君、小林啓子君、坂井裕君、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、滝川林一

君、宅見康悦君、田中正明君、寺田晏章君、寺島

淳一君、遠山孝義君、長田一郎君、中野義光君、

根崎健一君、野々山勝也君、幅辰雄君、服部貴君、

服部則仁君、古川弘一君、堀田力男君、前田昭生

君、松崎安孝君、松本浩義君、水野憲雄君、矢田

潔君、山田勝弘君、山田章博君、安江正博君、八

谷潤一君、余郷利彦君、横井知代君 名誉会員の

日比津島市長と日永愛西市長をお迎えして。 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副会長、山本達彦幹事、

浅井彦治君、猪飼充利君、稲垣宏高君、大河内勝

彦君、加藤則之君、篠田廣君、高木輝和君、宅見

康悦君、田中正明君、寺島淳一君、幅辰雄君、服

部貴君、堀田力男君、前田昭生君、山田勝弘君、

安江正博君 (役員・理事・委員長から）皆さん、

1年間よろしくお願いします。 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副会長、山本達彦幹事、

相羽あつ子君、浅井賢次君、飯村理君、稲川明俊

君、伊藤誠君、伊藤雅昭君、伊藤基君、伊藤祥文

君、梶浦興蔵君、片岡鉄君、加藤泰一郎君、加藤

隆朗君、河西あつ子君、小林啓子君、坂井裕君、

佐藤敬治君、佐藤雅彦君、住田正幸君、住田由純

君、鈴木吉男君、杦田勝彦君、滝川林一君、寺田

晏章君、遠山孝義君、長田一郎君、中野義光君、

根崎健一君、野々山勝也君、服部則仁君、古川弘

一君、松崎安孝君、松本浩義君、水野憲雄君、矢

田潔君、山田章博君、八谷潤一君、余郷利彦君、

横井知代君 新年度役員・理事・委員長の皆さん、

1年間頑張って下さい。よろしくお願いします。 

山田章博君、根崎健一君 ウィークリーに写真が

載りました。 

前年度国際奉仕・会員増強・会場委員会 合同委

員会の残金です。 

長田一郎君、猪飼充利君、松崎安孝君 その他。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安江正博前年度会長より三谷栄一今年度会長へ、

野々山勝也前年度幹事より山本達彦今年度幹事へ、

無事バッジを引き

継ぎました。 

  

また、安江正博前年

度会長には、三谷栄

一会長より感謝状

と記念品が贈呈さ

れました。 
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次回例会 

第 3023 回 ’15 年 7 月 17 日（金） 

≪ガバナー補佐訪問例会≫ 

時 間：12：30～ 

会 場：ツシマウール会館 

その他：クラブ協議会 13：30～15：00 

お知らせ 

■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 ～津島を学ぶ、    

         津島大好き大作戦～」 

 

■米山学友・奨学生歓迎会 

  と き：7月 23日（木）18：00 

  ところ：プライベートダイニング「点」 

 

伊藤幸蔵副会長が、就任の

ご挨拶とゲストのご紹介を

しました。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
社会奉仕・青少年奉仕委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
誕生日祝福（7月） 

堀田力男親睦活動委員長 

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 

生田達一君（ 6日）   篠田 廣君（20日）     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←新年度初例会は、前年度会場

委員長に敬意を表して、山田

勝弘君にソングリーダーを

つとめていただきました。 
 

ストレッチ体操は伊藤誠君。三谷会長、山本幹事

ともバッチリ、シンクロしています。 
 

三谷栄一会長より、

2015 学年度米山奨学生

のボルドバートル・ハ

ンドさんに 7 月の奨学

金をお渡ししました。 
 

中日新聞尾張版 7月 4日付 

地区補助金

事業「津島の祭

検定」ジュニア

版公式テキス

トの記事が中

日新聞に掲載

されました。 

 一生懸命やり

ます。私が怒

ったら大変だ

ということを

心得て従って

いただきたい

と思います。 

稲垣宏高 

米山奨学委員長 
宅見康悦Ｓ.Ａ.Ａ. 


