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本日の行事予定 (2015 年 7 月 24 日) 

第 3024 回例会 

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」 

 
先回の記録（例会） 

第 3023 回 ’15 年 7 月 17 日（金）晴れ 

≪ガバナー補佐訪問例会≫ 

ストレッチ体操 吉田康裕君 
ロータリーソング 「我らの生業」 
ソングリーダー 野々山勝也君 
ゲ ス ト 平松清美ガバナー補佐（尾西ＲＣ） 

       加藤睦彦地区副幹事 （瀬戸ＲＣ） 

犬飼万壽男分区幹事 （尾西ＲＣ） 

会 員 総 数 67名    6月 26日例会分訂正 

出席免除会員  21名    欠 席 会 員    10名 
本日出席会員  55名    MAKEUP会 員     8名 
本日の出席率  82.09％  訂 正出席 率    100％ 
超 過 出 席 三谷栄一君、伊藤幸蔵君、山本達
彦君、大河内勝彦君、寺島淳一君、児玉昭君
（2015-16 年度会場委員会）、安江正博君、三谷
栄一君、野々山勝也君、鈴木吉男君、高木輝和君、
加藤則之君、後藤務君、山田勝弘君、伊藤幸蔵君、
幅辰雄君、浅井彦治君（2014－15年度役員・理事・
委員長会議）、安江正博君、三谷栄一君、野々山
勝也君、伊藤誠君、坂井裕君、高木輝和君、余郷
利彦君、浅井彦治君、伊藤哲朗君、山田勝弘君、
伊藤祥文君、飯村理君、山田章博君、松本浩義君
（2014－15年度国際奉仕・会員増強・会場 3委員
会合同委員会） 
 

会長挨拶 

三谷栄一会長 

本日は、ガバナー補佐訪問例会です。平松清美

西尾張分区ガバナー補佐、加藤睦彦地区副幹事、

犬飼万壽夫分区幹事様をお迎えしています。どう

かよろしくご指導のほどお願いいたします。 

12日の日曜日に、青少年奉仕委員会の事業「第

15回天王子ども塾（尾張津島天王祭を学ぶ）」が

開催されました。黒田天王文化塾頭、浅井南小校

長先生、9 人の大学生ボランティアよる勉強会に

小学生 43人の参加がありました。学習発表で尾張

津島天王祭を勉強することで、津島ってすごいと

いう感想がたくさんあり、次回8月16日開催の「尾

張津島秋まつりを学ぶ」も参加したいと、多数申

し込みがありました。 

本日の挨拶ですが、先月

イタリア旅行に行ったとき

の話をさせて頂きます。 

ヨーロッパのバスルーム

で必ず見かける、トイレの

横にある、便器のような、

流し台のような、微妙な形

をした名前は「ビデ」と言

います。日本人は「ビデ」と聞くと、温水洗浄便

座に付いている機能を想像すると思いますが、現

地で使われている「ビデ」は全く違うものです。 

イタリア人にとっては、海外になくて困るもの

のひとつがビデであり、彼らにとっては日本のす

ばらしいトイレも物足りないものに映るようです。

イタリア人があの謎のビデをどのように使ってい

るのか、調べてみました。 

ビデは男女問わず家族全員が使うもので、基本

的には下半身全般を洗う場所です。洗面台より低

い位置にあるため、下半身のデリケート部分を洗

ったり、ちょっと足を洗ったりするのに便利。足

だけでなく靴を洗う人、赤ちゃんの身体を洗う人

もいます。つまり、便器のように汚いものではな

く、日本人でいうと洗面器のような感覚とも言え

るでしょうか。 

ビデはトイレの後だけでなく、夜の営みの後、

お風呂に入らない時にも大活躍します。イタリア

人は週に 2〜3回しかお風呂に入りません。特に冬

場は、洗面台で顔から首と脇の下を軽く流し、ビ

デで下半身（局部と足）をササッと洗って寝るの

が普通です。イタリア人にとってシャワーはお出
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かけ前の身だしなみの一環のような感覚。デート

の時には職場から一度家に戻り、シャワーをして

からお出かけします。お風呂に入らないと聞くと

不潔なイメージがありますが、部分的に身体を洗

っている回数はもしかしたら日本人より多いかも

しれません。土足文化のイタリア人にとって、必

要な部位だけ簡単に洗えるビデはとても便利な道

具なのです。 

使い方として、ビデの座り方は人それぞれ。前

向きの人も、後ろ向きの人も、洗う場所によって

どちらも使い分ける人もいるよう。イタリアには

デリケート部専用の弱酸性ボディーソープを売っ

ているので、それを使って洗います。水の出方は

ビデによって 2 種類。蛇口のように上から水が出

るパターンと、下から噴水のように水が出るパタ

ーンがあります。水を流しながら洗うか、水を溜

めて洗うかもお好みで。 

イタリアの生活スタイルに合ったビデの存在。

次回、旅行先で見かけた際には、試してみたいと

思います。 

 
幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 本日は、西尾張分区ガ

バナー補佐平松清美君

の訪問例会です。例会

終了後にクラブ協議会

を開催いたしますので

役員・理事・委員長・

入会 3 年未満の皆さんよろしくお願いします。 

2. 本日、地区会員増強セミナーが名古屋国際セ

ンターにて開催されます。伊藤哲朗及び吉田

康裕新旧会員増強委員長に出席いただきます。 

3. 7月 20日(月)、名古屋国際会議場白鳥ホール

にて第 26 回地区インターアクトクラブ年次

大会が開催されます。津島東高校のＩＡＣ顧

問の先生 2名、及び生徒 17 名に参加していた

だきます。 

4. 7 月 23 日(木)、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、名駅の「点（トモル）」にて歓迎会を

開きます。改めて皆様のふるってのご参加を

お待ちいたします。 

5. 本日、2015－16年度地区大会のリーフレット

と、出席義務者には案内を配布いたしました。

出席義務者の方で出席かなわぬ方は副委員長

等の代理出席をお取り計らいください。 

6. 次週 24日、例会終了後に臨時決算理事会を開

催いたします。役員・理事・委員長の方の出

席をお願い致します。 

7. 本日 2015－16地区研修・協議会報告書を参加

された方に配布いたしました。 

 

ニコボックス報告 第 3023回分 

八谷潤一ニコボックス副委員長 

平松清美ガバナー補佐、犬飼

万壽男分区幹事、加藤睦彦地

区副幹事 （多額にいただき

ました） 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副会

長、山本達彦幹事 ①平松清

美ガバナー補佐、犬飼万壽男

分区幹事、加藤睦彦地区副幹

事をお迎えして。②本日のク

ラブ協議会、関係者の皆様よろしくお願いしま

す。 

浅井彦治君、飯村理君、猪飼充利君、稲川明俊

君、伊藤幸蔵君、伊藤哲朗君、伊藤祥文君、大

河内勝彦君、加藤則之君、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、住田由純君、高木輝和

君、滝川林一君、鶴見治貞君、根崎健一君、野々

山勝也君、幅辰雄君、服部則仁君、堀田力男君、

松崎安孝君、矢田潔君、山田勝弘君、山田章博

君、安江正博君、八谷潤一君、横井知代君、吉

田康裕君 平松清美ガバナー補佐、犬飼万壽男

分区幹事、加藤睦彦地区副幹事をお迎えして。 

浅井賢次君 ①11 日（土）、市老連のボーリン

グ大会に出席、最高齢ながらもスコアは良くな

いが楽しませていただきました。②ひ孫の面倒

をみることになり、1 時間のだっこが限界でし

たが、顔を見ていると癒されます。③台風も比

較的事なきを得て、良かったですね。 

伊藤哲朗君 博多山笠を見てきました。朝 5 時

から 1 時間半走り回ってきました。 

水野憲雄君 岡本さん久しぶりですね。 

伊藤誠君 久しぶりに岡本さんの顔をお見掛

けして……。 

岡本康義君 皆さん、お久しぶりです。 

宇佐美三郎君、岡本康義君、児玉昭君、(先回

の分)生田達一君、伊藤哲朗君、後藤務君、鶴

見治貞君、吉田康裕君 ①（先々週）名誉会員

の日比津島市長、日永愛西市長をお迎えして。

②（先々週）新年度の役員・理事・委員長の皆

さん、1 年間頑張ってください。よろしくお願

いします。 

滝川林一君、服部貴君 ウィークリーに写真が

載りまして。 

余郷利彦君、中野義光君、河西あつ子君 その

他。 
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≪ガバナー補佐訪問例会≫ 

卓話担当：平松清美ガバナー補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様こんにちは、西尾張分区担当ガバナー補佐

の平松清美でございます。津島ＲＣの皆様方はロ

ータリー歴も長く、数々のお役職を経験されるな

ど、全ての面で素晴らしい先輩ばかりです。その

ような皆様の前で、未熟な私ですが僭越ながらガ

バナー補佐としての役割を果たさせていただきま

す。何卒、よろしくお願い申し上げます。私は、

ロータリー歴も浅く、未熟者でございます。これ

を機会に私自身が多くを学ばせていただきたいと

思っています。よろしくお願い申し上げます。 

63 周年の歴史のある「津島ＲＣ」さんは、67

名という大勢の会員と年齢層も幅広い組織ですの

に、心地よい凛々しさがあり、気品と活気が漂っ

ています。素晴らしいですね。 

プロジェクトとして前年度には「尾張津島秋ま

つりり三百年祭」で講習会や発表会を開催され、

次世代を担う子ども達に伝統芸能を伝える活動、

津島東高校にインターアクトクラブを設立、第

3000回記念例会を開催されるなど、数々の素晴ら

し活動をしておられますね。 

今年度は財団の補助金事業で「津島の祭検定」、

テキスト「津島の祭」をジュニア版で発行、米山

奨学生、青少年交換学生との交流、「第 15回天王

子ども塾」「第 2回ふるさと学習賞」の実施など、

たっぷりと地域に根ざしておられ、常に人のため、

地域社会のためになる奉仕活動を数々しておられ

ることに敬服致します。また、クラブ計画書も見

事です。三谷会長さんが重点事項として挙げられ

ている中で、「会員の親睦を深め年齢を超えた友

情を作る」と述べられています。会長さんの志を

受けて個々の会員さんが自分の役割を果たされ、

67名の全員が仲間を大切にされ、地域の人や地域

の青少年をも大事にしておられる姿が目に浮かび

ます。会長さんと一丸となったクラブの奉仕活動

に理念と活力を感じました。特に、地域の青少年

育成のためには、誠意を込めてご尽力されていま

すね。地域の行事には「津島ロータリークラブ会

長賞」を作られて、まさに地域と一体となった活

動も素晴らしいですね。具体的な活動実践の様子

をまた後ほど、詳しく聞かせてくださいね。 

 

○では只今よりＲＩ会長と加藤ガバナーの方針に

ついてお話をさせていただきます。 

１ 国際ロータリー会長ラビ・ラビンドラン様の

「世界へのプレゼントになろう」という方針につ

いて特に私が心に残っていることを申し上げます。 

ラビンドラン会長は私達の人生の価値は役職で

もない、資産や肩書でもない、どれほど人や社会

に「愛の手を」「おもいやりの心を」「自分にで

きる精一杯の支援を」与えたかによって人として

生きていく価値が決まる、と述べられています。

そして、本当に大切なことに目を向け、「心の贈

り物」ができることこそ、充実した意義ある人生

ではありませんか、二度と訪れて来ないこの時期

にこそ、心がこもった贈り物をしましょう、と自

分の「願い」を熱く語っておられました。「世界

へのプレゼントになろう」は相手の幸せを心から

願った「心の贈り物」ができるロータリアンであ

ることに誇りを持とう、と呼びかけられたと思い

ました。 

 

２ 次は 2760地区加藤陽一ガバナーの方針です。 

  地区方針は……「ロータリーの原点に学ぶ」 

  ―友情と寛容の輪を広げよう―です。    

  行動指針は、 

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  この 5点です。 

 

加藤ガバナーの方針、「熱き思い」をお伝えさ

せていただきます。 

「ロータリーの原点に学ぶ」という言葉の解釈は、

原点に戻ろうというのではなく、もう既に「職業

奉仕は勿論、人のため、社会のため、世界平和の

ために、惜しみなく活動を続けている質の高い、

誇りを持った素晴らしいロータリアンであること

を自覚し、誇りを持っていて欲しい」という願い

がガバナーの根底に流れています。ガバナーは、

活動を通して、今まで受け継がれてきたロータリ

ーの精神やルール、きりっとした厳しさ、活動の

喜び等を思い起こし、今一度自分を見つめて、襟

をただしませんか、と呼びかけられたのです。そ

れは、今まで、自らの職業を通して社会奉仕をし、

さらに人のために、地域社会のために、世界平和

のために貢献し続けてきたロータリアンとロータ

リーの価値ある活動に加藤ガバナーは誇りを持っ

ておられるからです。そうした「奉仕の道」に熱

意を燃やし、その奉仕活動こそ、「心からの贈り

物」であると誇りを持ち、喜びにして欲しい。そ

して、その感動を共有したいと願っておられます。 

平松ガバナー補佐、加藤地区副幹事、犬飼分区幹事 
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また、今年度は特に、ロータリアン同士が例会

やその他の会合、様々な活動を通して相互に語り 

合い、知り合うことにより友情と親善を深めて欲

しい。そして、今以上に認め合い、尊重し合い、

理解し合う人間関係で結ばれることを願っておら

れます。 

なぜならばロータリアンが、自らの見方、考え

方を十分に語り、時には議論し討論し合うことに

よって、多様な価値観に触れ、自らが高まります。

相手のよさや考え方を受け止めたり、感動したり

もします。相手を受け入れる寛容の心や、そこで

生まれた友情に大きな喜びと心地よさを体感でき

るからです。その喜びは人のため、社会のために

貢献できる活力にも繋がります。それが、より高

潔な誇りを持ったロータリアンであると思ってお

られます。 

加藤ガバナーは、このような考えのもとで今回

「原点に学ぶ」という表現をされ、品性を保ち、

誇りを持ち、夢と希望に満ちた活力あるロータリ

アンになろうではありませんか、と呼びかけられ

ました。素晴らしい方針だと思いました。 

 

３ 次に行動指針についてお伝えします。 

①高潔なロータリアンを目指し、常にバッジを

着用する。 

ロータリアンが友好と親善を深めるというこ

とは、志を同じくした仲間を認め、尊重する

人間関係で結ばれている。そのためには、バ

ッジをつけていただきたい。バッジは例会の

時だけでなく常に身につけて「自分はロータ

リアンである」という自覚と意識を持ってほ

しい。そして、社会における自分の行動や言

動にも社会のリーダーとしての「高潔さ」を

目指してください、ということです。 

②例会に積極的に出席し、ロータリー活動を楽

しむ。 

例会に出席することが楽しい、Ａ氏と語れる、

Ｂ氏とも会いたい、今日の卓話が楽しみだ等

と魅力ある例会を構築し、更には各クラブが

計画された活動の方針や内容について共通理

解し、親睦の会も含めて活動を楽しんでくだ

さい。自分を磨き、社会に貢献できる喜びを

実感してください。また、メーキャップも行

ってください。 

③自主的クラブの運営 

世の中は、大人も子供も決められたことはし

っかりできますが、主体的に行動したり新し

いことに挑戦したりする面は消極的です。各

クラブが自信と誇りを持って創意工夫を凝ら

し、やりたいことを主体的に行い、楽しい活

動を展開してください。 

④会員増強・退会防止 

「ロータリーのよさや活動内容の実際」を知ら

ない人に、自信と喜びを持って伝えながら、

「ロータリーを愛する会員」をどんどん増や

しましょう。例会や活動が楽しければ、充実

感があれば、友情が深まれば、年齢を重ねて

も退会する人は少なくなります。声かけあっ

て信頼しあえる仲間作りに励んでください。

お願いします。 

⑤地区の改善・改革 

現状を変え、より良く改善することは勇気と

信念が必要です。常に課題を見つけ、その課

題を解決しつつ、より良い活動、よりよい考

え方を生み出し、地区のよさや特色を生かし

た改善・改革の努力を続けてください。 

 

４ その他（次はお願いとお知らせです） 

①加藤年度に各クラブがＲＩ会長賞を是非もら

っていただきたい。 

②「希望の風基金」のお願いです。東北の震災

で両親、片親を亡くされた子供さん約 130 人

に毎月 5万円を寄付。その他で 5万。20年プ

ロジェクトとして続けたい。ロータリアンに

各 1,000円の寄付をお願いしたい。 

③世界大会は今年度は韓国の「ソウル」です。

是非、ご参加ください。 

④10 月 24 日（土）、25 日（日）のＷＦＦ（ワ

ールドフード＋ふれ愛フェスタ）についてお

願いです。「Japan Rotary Day in Aichi」公

式行事。24 日は 2760 地区の Rotary Day、25

日は Japan Rotary Day。このプロジェクトは

各クラブ、地区あげてのイベントであり、ロ

ータリアン全員の参加型イベントです。場所

は栄の久屋大通り公園・もちの木広場などパ

ンフに記載。時間帯は 10：00～17：00、チケ

ットは 2,000 円、一人 2 枚以上、一般の方に

も販売してください。また、今年度は各分区

でブースを一つ設けてください、と出店のお

願いです。6 月に西尾張分区の会長・幹事さ

んで話し合いをしました。今のところ、一宮

モーニングの予定です。地域の祭りや 40周年

記念行事等と重なっていますが、活動及び参

加に関する詳しい内容や方法については、今

後の話し合いで具体的に在り方を工夫し、後

日お知らせします。何卒、ご協力くださいま

すようお願い申し上げます。 

⑤お知らせ 

  ・地区大会は 10 月 31

日（土）～11 月 1 日

（日）に開催されます。

ウェスティンナゴヤ

キャッスル（ホストは

岡崎ＲＣ） 

  ・ＩＭを行います。28

年 2 月 6 日（土）名

鉄ニューグランドホ

テルです。 
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≪会長幹事懇談会≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 例会の前に約

30分、ウール会館

2 階の会議室にて、

会長幹事懇談会

を行いました。三

谷栄一会長、伊藤

幸蔵副会長、山本

達彦幹事、浅井彦

治会長エレクト、田中正明幹事エレクトが出席し

ました。ＰＲのため、会議室には「津島の祭検定」

のポスターを各所に掲示しました。 

 

≪クラブ協議会≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会終了

後、約 1 時

間にわたっ

てクラブ協

議会を開催。

役 員 ・ 理

事・委員長

と入会 3 年

未満の会員が出席しました。 

 

 

親睦活動委員会 

 2014-15年度の5年毎通算100％出席表彰を行い

ました。該当の方は合計 9 名に年数の入ったロー

タリーバッジが贈られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小林啓子君、山本達彦君、伊藤祥文君 

 

 

 

 

 

 

 

前田昭生君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤幸蔵君 

 

 

 

 

 

 

 

浅井賢次君 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤幸蔵副会長 

幹事を卒業してホッと

した野々山勝也君が、久

しぶりにソングリーダ

ーをしました。 

稲垣宏高君 
（5年） 

田中正明君 
(10年) 
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次回例会 

第 3025 回 ’15 年 7 月 31 日（金） 

卓話担当：地区危機管理委員長 

黒田勝基君（高浜ＲＣ） 

演  題：「危機管理について」 

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） 

 

 
地区会員増強セミナー 

 7月 17日(金)、地区会員増強セミナーが開催さ

れ、伊藤哲朗前年度委員長と吉田康裕今年度委員

長が、クラブ協議会を早めに切り上げて出席しま

した。 

津島ＲＣは純増 4 人ということで、地区 4ＲＣ

のひとつとして指名され、伊藤哲朗前年度会員増

強委員長が、事例発表をしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 7 月 23 日（木）、雨のため 1 週間延期されたゴ

ルフ例会が桑名ＣＣで開催されました。またもや

雨でしたが、徐々に回復しました。 

今年度初の優勝は、またもや篠田廣君でした。

おめでとうございます。そして、紅一点の小林啓

子君も大奮闘の 3位、やりましたー！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ロータリーニュース(7月 1日) 

 

新しい会員特典プログラム 

ロータリーグローバルリワード 

 

 

「幸せの種をまけば 実りはあなたにも」 

ロータリーの新しい会員特典プログラム、「ロー

タリーグローバルリワード」では、さまざまな商

品やサービスの割引がご利用いただけます。 

割引＆特別提供 

レンタカー、ホテル、レストラン、エンターテイ

メントなどの割引がご利用いただけます。今後さ

らに世界中にラインアップが広がる予定ですので、

頻繁にご確認ください。 

プログラムの仕組み 

ロータリーグローバルリワードの

一覧はどなたでもご覧いただけま

すが、割引を利用できるのは My 

ROTARY にアカウント登録をし

たロータリークラブ会員のみとな

ります。パソコン、スマートフォ

ン、タブレット型端末から、割引

の検索や利用のページにアクセス

できます。 

サポート 

個々の特典や割引に関するご質問は、各会社に直

接お問い合わせください（連絡先は、その特典・

割引に関するページをご覧ください）。各会社と

の問題が解決できない場合は、「Claim Offer」（特

典・割引を利用する）のボタンのすぐ下にある旗

マークのリンクをクリックしてお知らせください。 

 
『ロータリーの友』電子版の閲覧方法 

ロータリーの友のホームページにアクセスして、

『ロータリーの友』電子版をクリック、次の画面

で IＤとパスワードを入力して「送信」すると閲

覧できます。お試しください。 
※ＩＤとパスワードは事務局にお問い合わせください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 篠田  廣 41 45 86 5 81 

2位 野々山勝也 50 51 101 20 81 

3位 小林 啓子 51 51 102 20 82 
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