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本日の行事予定 (2015 年 7 月 17 日) 

第 3023 回例会 

≪ガバナー補佐訪問例会≫ 

 
先回の記録（例会） 

第 3022 回 ’15 年 7 月 10 日（金）晴れ 

≪クラブアッセンブリ≫ 

ロータリーソング 「R-O-T-A-R-Y」 
ソングリーダー 鈴木吉男君 
ゲ ス ト ロータリー平和フェロー第 9期生 

 水野ショー真希さん  

会 員 総 数 67名    6月 19日例会分訂正 
出席免除会員  21名    欠 席 会 員    11名 
本日出席会員  50名    MAKEUP会 員    10名 
本日の出席率  74.63％  訂 正出席 率    100％ 
超 過 出 席 三谷栄一君、山本達彦君、伊藤哲
朗君、鈴木吉男君、山田勝弘君、服部貴君、田中
正明君(津島市長・愛西市長表敬訪問)、滝川林一
君、鈴木吉男君、山田勝弘君、服部貴君、浅井賢
次君、寺島淳一君（第 7 回ＩＡＣ例会）、安江正
博君、三谷栄一君、野々山勝也君、高木輝和君、
稲垣宏高君、山本達彦君、服部貴君、佐藤敬治君、
浅井彦治君、寺田晏章君、山田勝弘君、伊藤哲朗
君、八谷潤一君、伊藤誠君、宅見康悦君、寺島淳
一君、大河内勝彦君(今年度次年度役員・理事・委
員長会議)、安江正博君、野々山勝也君、稲垣宏高
君、水野憲雄君(2014-15 年度親睦活動委員会)、
安江正博君、篠田廣君、佐藤敬治君、浅井彦治君、
矢田潔君、野々山勝也君、稲垣宏高君、伊藤幸蔵
君、高木輝和君、山本達彦君、幅辰雄君、三谷栄
一君、児玉昭君、住田正幸君、小林啓子君、山田
勝弘君、伊藤哲朗君、加藤則之君(会長杯ゴルフ大
会＆ゴルフ納会） 

 

会長挨拶 

三谷栄一会長 

本日は、クラブアッセンブリです。例年では 2

回に分けて開催されていましたが、来週がガバナ

ー補佐訪問例会のため 1 回で開催させていただき

ますので、各委員長さんよろしくお願いします。 

ゲストとして、当地区初めての第 9 期ロータリ

ー平和フェローの水野ショー真希さんがＪＩＣＡ

で、2 年ほど南部アフリカ

7 か国の教育プログラム、

とくに人材育成をされま

すのでご挨拶に来られま

した。よろしくお願いしま

す。 

 水野さんとの出会は、幹

事時代の 2009 年 5 月、地

区の要請でロータリー平和フェロー受験生の面接

をしなさいということで、ブータン在住の彼女と

どうしたらいいか考えて、伊藤基幹事エレクトの

お助けで、インターネット電話スカイプで宅見会

長、伊藤彰浩Ｒ財団委員長と面接した時でした。

内容については……よく覚えていません。 

また、2006-08 年度の財団奨学生としてイタリ

アのボローニャ大学に留学した澤屋奈津子さん

（スポンサークラブ：名古屋大須ＲＣ）が、当地

区 2人目の 2015-17 年度ロータリー平和フェロー

に承認され、米国ノースキャロライナ大学チャペ

ヒル校のロータリーセンターに留学されます。 

そして、先週の中日新聞土曜日朝刊に、小学校

高学年から中学生ぐらいまでの子どもたちが大人

と同様、地元の祭りの歴史を学べるようにした本

『ジュニア版 津島の祭』の寄贈、「津島の祭検

定試験」の記事が掲載され、社会奉仕委員会、青

少年奉仕委員会、クラブ広報委員会の活動がスタ

ートし、12 日日曜日に第 15 回天王子ども塾が開

催されます。メンバーの皆さんも多数ご参加をお

願いします。 

また、ヨーロッパ、ギリシャでは国民投票で、

ギリシャ市民は、トロイカから提示されたギリシ

ャ支援プログラム延長条件に「ＮＯ!」と意思表示

しました。この結果を後ろ盾にチプラス首相は、

欧州連合（ＥＵ）に金融支援の再開を求めて、緊

縮策を求めていたＥＵ側が、この勝手な要求を飲

むとは考えられません。ギリシャ危機は第二幕を

迎えようとしています。 
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ギリシャ危機の始まりの 2010年に、私は高木さ

んをはじめロータリーの仲間 5 人と訪れ、例会に

出席し、パルテノン神殿、デモで火炎瓶が銀行に

投げ入れられ銀行員に死者が出た場所、日中デモ

が行われている場所などへ行ってきました。国民、

警察官の行動等から、スパルタやアテネに代表さ

れる専制主義政治による好戦強国で、ペルシャ戦

争など周辺との戦いで勝つと敵を次々と奴隷化し、

苦悩の労働を全て押し付けてきたのが史実で、ギ

リシャ文明とは働かなくてもよい「誇り高き自由

人にして遊び人」たちが生み出した産物だったこ

とが、なんとなく理解できました。 

 
幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 本日はクラブアッセ

ンブリです。役員、理

事、委員長の皆様よろ

しくお願い致します。 

2. 本日、ロータリー平和

フェロー第 9期生の水

野ショー真希さんにお越しいただいています。

後程会長より海外赴任への餞別をお渡しさせ

ていただきます。 

3. 本日、新旧ニコＢＯＸ、及び広報合同委員会が

東照庵にて開催されます。 

4. 7 月 11 日(土)、名古屋市中区丸の内にて地区

青少年交換委員会による「交換学生受入説明

会」が開催されます。服部青少年奉仕委員長、

事務局の庄司さん、津島東高校のインターアク

トクラブ顧問吉田先生、ホストファミリーの篠

田君他 2 家族の代表の方に出席していただき

ます。 

5. 7 月 12 日(日)、青少年奉仕委員会によります

「第 15 回天王こども塾」が伝承の館にて開催

されます。 

6. 7月 15日（日）、名鉄グランドホテルにて「第

1回地区内広報・雑誌委員長会議」が開催され

ます。加藤広報委員長に参加していただきます。 

7. 7 月 16 日(木)、今年度第 1 回ゴルフ例会が開

催されます。 

8. ７月１7 日(金)はガバナー補佐訪問例会です。

例会終了後クラブ協議会が行われます。出席該

当者(役員、理事、委員長及び入会 3 年未満の

方)はクラブ計画書を持って出席願います。 

 
ニコボックス報告 第 3022回分 

高木輝和ニコボックス委員長 

三谷栄一君、伊藤幸蔵副会長、山本達彦幹事 

①本日、ゲストにロータリー平和フェロー9期生

の水野ショー真希さんをお迎えして。②本日はク

ラブアッセンブリです。よろしくお願いします。 

浅井賢次君 ①三谷会長始め役員の皆さん、高木

ニコボックス委員長さん、新年度の船出心よりお

祝いします。⑦７日、老

人クラブで南知多へ日

帰り旅行をして皆さん

に気づかいしていただ

き、楽しく過ごしました。

③8 日は、やはり老人ク

ラブのグランドゴルフ

の後、サンガーデンでボ

ーリングをしてきました。楽しく毎日チャレンジ

しております。 

後藤務君  ①三谷新会長ガンバッテください。

②山田章博さんにお世話になりました。③高木さ

ん、ごちそう様でした。④早退します。 

高木輝和君 水野真希さん、南アフリカへは元気

で気を付けて下さい。 

伊藤哲朗君、住田正幸君、佐藤敬治君 ①平和フ

ェロー水野真希さんをお迎えして。 

伊藤哲朗君 伊藤幸蔵副会長の代理つとめます。 

加藤泰一郎君、宅見康悦君 箱根八里は馬でも越

すが、越せない高木峠。 

浅井彦治君 高木さんに先日ゴルフを教えていた

だきました。次回は教えます。 

寺島淳一君 本日クラブアッセンブリでクラブ奉

仕関係の進行を行わせていただきます。クラブ奉

仕関係の各委員長、よろしくお願いします。 

山田勝弘君、稲垣宏高君、吉田康裕君 クラブア

ッセンブリ、よろしくお願いします。 

服部則仁君 アッセンブリ、おめでとうございま

す。 

加藤隆朗君 松崎先生、昨日は津島市民病院と海

部歯科医師会との懇親会ご出席ありがとうござい

ました。ＰＳ：1 階では中野義光君にお世話にな

りました。 

滝川林一君 ロータリーゴルフ、久し振りに出ま

す。スコアにこだわらず楽しみます。 

佐藤雅彦君 昨日、社用車が事故に巻き込まれ伊

藤宮司にお世話になりました。ありがとうござい

ました。 

山田章博君 入会して 1 年が過ぎました。これか

らもよろしくお願いします。 

加藤則之君 今晩、ニコボックス、クラブ広報、

合同委員会を開催します。広報委員会の皆様よろ

しくお願いします。また高木さん、ニコボックス

委員の皆様、お世話になります。 

高木輝和君、加藤隆朗君、鶴見治貞君 間に合い

ませんがよろしく。 

松崎安孝君 海部歯科医師会、加藤会長にお世話

になりました。 

篠田廣君 本年度ゴルフ幹

事です、1年間よろしく。 

前田昭生君、安江正博君、稲

川明俊君、杦田勝彦君 その

他。 
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≪クラブアッセンブリ≫ 

服部則仁職業奉仕副委員長 

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、つぎの活動を行う。 

引き続き毎月第一例会のロータリーソングの『四

つのテスト』を継続実施する。 

会報に適宜「職業奉仕に関するコラム」を掲載。 

職業奉仕月間には、職業奉仕に対するより一層の

理解向上を図るための出張例会を企画する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山田勝弘社会奉仕委員長 

委員会の事業は、津島市、

愛西市への図書の寄贈、彩雲

館への支援、など例年とあま

り変わりありませんが、財団

の補助金事業として、祭検定

の本の寄贈そして検定試験

を実施いたします。一年間

宜しくお願いします。 

本日、皆さんのお手元に

地区補助金事業で開催いた

します『津島の祭検定試験』

のジュニア版問題集と一般

の方の『津島の祭礼』、チ

ラシをお配りさせていただ

きました。9 月 6 日(日)に

開催いたします。主催者側ではありますが、「我

と思わん！」方には是非、受験していただきたい

と思います。ちなみに受験料は 1,000 円、自己負

担になりますのでよろしくお願い致します。 

尚、当日は例会変更で第 3029回例会となります。

講演会や物産展も開催いたしますので、楽しんで

いただければ幸いです。 

 

幅辰雄国際奉仕委員長 

 副委員長には伊藤誠さん、

委員には浅井(彦)さん、野々

山さん、中野さん、杦田さん、

飯村さん、長田さん、松本さ

ん、服部(則)さんがいます。

台北滬尾ＲＣの創立 10 周年

記念が 4 月 13 日に決定して

おり、早めにご案内しますので多くの方に出席し

ていただき、友好を深めたいと思います。来年 5

月にＲＩ国際大会がソウルであります。近いです

から、多くの方に参加していただきたいと思いま

すので、早めに案内を出したいと思っています。 

 海外のＲＣに顔を出してメークアップしていた

だき、例会で報告していただくことによって、海

外のことがいろいろわかるかと思います。 

 また、海外で災害が起こったときには、国際奉

仕委員会が義援金等の窓口になりたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

 

服部貴青少年奉仕委員長 

7月 12日と 8月 16日に開催

する第 15 回天王子ども塾

「祭りを学ぶ－津島を学ぶ、

津島大好き大作戦－」を支

援する。 

また、地区補助金事業（津

島の祭り検定）への参画と

公式テキスト・ジュニア版の発行。 

・津島東高校インターアクトクラブの活動に積極

的、継続的に参加・助言を行ない、インターア

クトクラブの育成を支援する。 

・青少年交換事業で派遣される中西里緒さんとと

もに、アメリカからの留学生マリアさんの受け

入れを支援、サポートする。 

 

伊藤哲朗ロータリー財団委員長 

 副委員長に長田一郎君、委員

に住田由純君、遠山孝義君、伊

藤彰浩君という強力なメンバー

をいただいて、推進していきた

いと思っております。ポール・

ハリス・フェローも皆様にお願いしますが、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 11月はロータリー財団月間ですが、今年は年に

4 回、例会に財団のテーマを加えていただきたい

という話がありまして、卓話にご迷惑がかからな

い程度に、例会に挙げさせていただきたいと思っ

ております。 

 今日は、平和フェローの水野真希さんに来てい

ただきましたが、海外で活動する方から連絡があ

りましたら、ご支援申し上げたいと思っておりま

す。また、社会奉仕委員会でメインで動いていた

だいている地区補助金の窓口になっております。

なお、国際ロータリーの「Ｍy Ｒotary」登録の

推進がありまして、まず私どもが自らやってみま

して、皆さんに説明しながら、ロータリーの情報

収集の推進を図っていきたいと考えております。 

 

稲垣宏高米山奨学委員長 

 副委員長には杦田さん、委

員に後藤務さん、松崎先生、

相羽先生という非常に強力な

委員会です。米山を勉強する

ことと、米山功労者をつのる
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ことです。普通寄付として一人当たり 5,000 円の

寄付をさせていただきます。 

 今年度は 3 月まで、モンゴルからの奨学生ボル

ドバートル・ハンドさんとの交流、支援をしてい

きます。 

 

寺島淳一グラブ奉仕委員長 

クラブ奉仕委員会は、親睦活

動、ロータリー情報、会場、会

員増強、クラブ広報、ニコボッ

クスの各委員会の委員長さん

により構成されています。それ

ぞれ優秀な委員長ですので、私の役割はあまりな

いと思いますが、6 つあるクラブ奉仕関連の委員

会が自主的に運営し、事業が滞りなく行えるよう

サポートしていきたいと思います。また、楽しい

例会になるよう努め、活発な交流、及び親睦を通

じて「ロータリアンでいて良かった」と思っても

らえるよう努めてまいりたいと思います。1 年間

ご協力よろしくお願います。 

 

堀田力男親睦活動委員長 

 今回 2 回目の親睦活動委員

長ですのでしっかりやってい

きたいと思っております。 

主に出席報告、誕生日・結

婚記念日のお祝い、出席 100％

の表彰、メインになるのがクリスマス例会、新緑

の季節に予定している家族旅行ではないかと思い

ます。こちらは委員会でなにか新しい企画をした

いと考えていますので、よろしくお願いします。 

 

篠田廣ロータリー情報委員長 

 パスト会長が順に委員長に

なります。次年度は鈴木委員

長、その次は安江委員長とな

るわけです。最初、ロータリ

ー情報委員会は対外的にロー

タリークラブ全体をアピール

することから始まったんだろ

うと思いますが、現在としては新入会員の教育が

主な目的となっています。1 年間頑張っていきま

すので、ご協力よろしくお願いします。 

 

大河内勝彦会場委員長 

 一昨年、服部貴会場委員

長のもとで、副委員長をさ

せていただいたので、なん

とかなるだろうと思ってい

ましたけど、なかなかうま

いようにいかないものだと

思いました。1 年間、委員

会のメンバーには必ず司会をしていただこうと心

掛けて頑張っていきます。メンバーには、飯村副

委員長、委員には後藤亨先生、児玉昭先輩、矢田

潔先輩、片岡鉄君という心強い方ばかりですので、

スムーズな進行と楽しんでいただける例会にして

いきたいと思います。 

 もう一つお願いがあります。特に新しいメンバ

ーの方、初めて卓話をされる方を中心に、ご自身

によるスピーチをしていただきたい、経験の多い

皆様方につきましても、経験を活かしてなるべく

ご自身でスピーチをしていただくようお願いしま

す。 

 1 年間ご迷惑をおかけすることのないように頑

張っていきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

 

吉田康裕康裕仕委員長 

会員増強には、情報力と行

動力が必要だと考えます。委

員会メンバーのみならず、全

メンバーの皆様からのご協力、

ご支援を得ながら活動してい

きます。また地区会員増強セ

ミナーにも積極的に参加し、

そこで学んだことを卓話等の

機会にご報告していきたいと思います。「ロータ

リーに入ってよかった」と思っていただけるよう

頑張ります。 

 

加藤則之クラブ広報委員長 

 会員相互の情報源という

ことで、情報をタイムリーに

伝えていきたいと思います。

伊藤基副委員長、委員は寺田

晏章さん、佐藤敬治さん、河

西あつ子さんです。事務局に

もよろしくお願いしたいと

思います。出張例会や例会場以外の場所でやると

きには次の例会に合併号として発行していきたい

と思います。例会の記録、予告、委員会の報告、

そして会員の皆さん、情報がありましたら、積極

的に我々に教えていただきますとご紹介できると

思いますので、いい広報を作っていく努力をして

いきたいと思っております。1 年間お世話になり

ますが、よろしくお願いします。 

 

高木輝和ニコボックス委員長 

 委員の岡本君は来月から津

島にいるそうで、副委員長の

八谷君のお父さんは私と同級

生で、先週入院しましたが大

丈夫そうです。目標 300万に

なりましたら、「もういらな

い」と言う予定ですが、最後

までご協力をお願いします。 
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宅見康悦Ｓ.Ａ.Ａ. 

Ｓ.Ａ.Ａ.というのは、お

父さんやお母さんから注意

を受けたことを私が言うと

いうことで、前回も言いま

したが、私が怒ると恐いよ

と覚えておいてください。

よろしくお願い申し上げます。 

 
ロータリー財団委員会 

ロータリー平和フェロー第 9期生 

水野ショー真希さん 
こんにちは。私は、このたび

ＪＩＣＡの教育専門として南

アフリカのほうへ行くことに

なりました。南アフリカのプ

レトリアに行きます。スワジ

ランド等 7か国の人材育成を

担当します。アフリカに進出

してみようという方はいませんか？ アフリカに

日本企業のグランド作りをして、アフリカの人材

を日本に呼んで修士課程で 2 年間勉強します。親

日家になりますし、日本を知ってくれるので、日

本の企業がアフリカに進出した時に雇おうという

ことです。ロータリーのプログラムとほとんど同

じです。日本のどこでもインターンシップができ

ます。留学生の方を使われている企業とか、いろ

んなことがありますので、興味のある方はどうぞ

パンフレットを見てください。 

 また家族を連れて行きますが、日本に滞在して

1年間、子どもたちはかなり日本語を覚えました。

漢字、カタカナ、ひ

らがなも交えて感想

文も書けました。ア

フリカでは日本語の

学校がないので、英

語の学校に行きます。 

 これからもどうぞ

よろしくお願いしま

す。 

 
地区青少年交換受入説明会 

 アメリカから

の青少年交換留

学生 Mariah Lee 

DOES HOOKE さん

を迎えるため、7

月 11日(土)、地

区青少年交換受

入説明会に、服

部貴青少年奉仕

委員長兼カウンセラー、津島東高校の吉田進先生、

ホストファミリーの成田時規・美保さん夫妻、中

西里佐さんと事務局員が出席しました。 

 
青少年奉仕委員会 

服部貴青少年奉仕委員長 

7月 12日(日)、津島市のわざ・語り・伝承の館

にて「第 15回天王子ども塾」の第 1部を開催しま

した。今年度は「祭りを学ぶ～津島を学ぶ 津島

大好き大作戦～」というテーマで、第 1部は「尾

張津島天王祭」、8月 16日(日)の第 2部では「尾

張津島秋まつり」を題材にして勉強します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三谷栄一会長挨拶 

皆さん、おはよ

うございます。津

島ロータリークラ

ブ会長の三谷です。

今日は、朝早くか

ら大勢の皆さんに

集まっていただき

ましてありがとう

ございます。 

この「天王子ども塾」も今年で 15回目を迎える

ことができました。現在、ロータリークラブの対

外的な事業の中では一番の長寿事業となっており

ます。これもひとえに天王文化塾の黒田塾長、南

小学校の浅井校長先生はじめ、学生ボランティア

の皆様のお蔭と感謝をしております。 

また、今年度に関しましては津島市教育委員会

の皆様にも共催という形をとっていただき、当初

の企画段階から、ご指導、ご支援をいただき誠に

ありがとうございました。 

今回の子ども塾については、ユネスコの世界無

形文化遺産登録を見据え、2 回にわたり津島の祭

りというものに直に触れ体験し、津島の祭りの新

たな再発見をしていただきたいというのが目的で

す。 

本日集まっていただきました約 50 名の小学生

の皆さんも、わからないことがあれば積極的に先

生方に質問していただいて、もっともっと津島の

祭りを好きになってもらいたいと思います。そし

て 9月 6日に開催いたします「津島の祭検定試験」

にも是非、受験していただきたいと思います。 

今日は夕方、4 時頃までと伺っております。長

い時間になりますが、事故のないようよろしくお

願いいたします。 

 

中西里佐さん、成田さん夫妻 

行
列
が
で
き
る
ほ
ど
の

受
付
で
、
会
員
が
大
活
躍

し
ま
し
た
。 
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次回例会 

第 3024 回 ’15 年 7 月 24 日（金） 

卓話担当：服部則仁君 

演  題：「皆様に育てていただきました。 

ありがとうございました」 

お知らせ 

■第 8回ＩＡＣ例会 

と き：7月 24日（金）13：30～ 

ところ：津島東高校（2中教室） 

 

■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」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浅井厚視氏(南小学校長）と黒田剛司氏(天王文

化塾頭)の講義では、珍しい映像をたくさん見せ

てもらいました。 

ボランティアの大学生の自己紹介 

天王川公園車河

戸にある倉庫ま

で行って、吉田

康裕君に天王祭

の飾り付けにつ

いて説明をして

もらいました。 

笛や太鼓の実演 

みんなで太鼓を叩いて

みよう！ 

「津島の祭検定」の模擬テストをしたり、学習

したことを絵に描いたりしました。最後に、大

学生全員の感想や、子ども達の各班から 1人ず

つ感想を発表しました。 

服部貴青少年奉仕委

員長から閉校の挨拶 
教育委員会からもご挨拶

いただきました。 

山本達彦幹事 

生田達一君と 

相羽あつ子君 

伊藤誠君 

滝川林一君 

岡本康義君 


