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本日の行事予定 (2015 年 8 月 28 日) 

第 3028 回例会 

卓話担当：青少年奉仕委員長 服部貴君 

講  師：津島東高校インターアクトクラブ 

演  題：「ＩＡＣ活動報告」 

 
合併号 

先々回の記録（例会） 

第 3026 回 ’15 年 8 月 7 日（金）晴れ 

≪会員増強・新クラブ結成推進月間≫ 

卓話担当：会員増強委員長 吉田康裕君 

講  師：地区会員増強委員長 

光岡新吾君（豊田ＲＣ） 

演  題：「会員増強月間によせて」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー 服部則仁君 
会 員 総 数 67名    7月 17日例会分訂正 

出席免除会員  21名    欠 席 会 員    13名 
本日出席会員  50名    MAKEUP会 員     8名 
本日の出席率  74.63％  訂 正出席 率  98.41％ 
超 過 出 席 三谷栄一君、伊藤幸蔵君、山本達
彦君、浅井彦治君、前田昭生君、幅辰雄君、安江
正博君、田中正明君、猪飼充利君、加藤則之君、
高木輝和君、服部貴君、伊藤哲朗君、稲垣宏高君、
飯村理君、服部則仁君、篠田廣君、大河内勝彦君、
吉田康裕君（ガバナー補佐訪問例会クラブ協議会）、
伊藤哲朗君、吉田康裕君(地区会員増強セミナー)、
三谷栄一君、伊藤幸蔵君、山本達彦君、加藤則之
君、浅井彦治君、幅辰雄君、伊藤哲朗君、山田章
博君、吉田康裕君、加藤隆朗君、宇佐美三郎君、
山田勝弘君（米山奨学生学友歓迎会） 

 

会長挨拶 

三谷栄一会長 

先週の金曜日、暑いコンディションの中、坂井

裕さんが桑名カントリー倶楽部 8 番ホールで見事

ホールインワンを達成されました。誠におめでと

うございます。 

8 月の特別月間は本年度より「会員増強・新ク

ラブ結成推進月間」に変更になりました。本日は

特別月間に因んで、吉田会員増強委員長の卓話担

当であり、講師として、地区会員増強委員会光岡

委員長をお招きし、会員増強についてお話をして

いただきます。よろしくお願いします。 

本日は夏の風物詩「花火」

についてご紹介します。花火

が打ち上げられたとき、歓声

や拍手とともに「たまや

～！」「かぎや～！」の掛け

声が掛けられます。この掛け

声は、1733 年、畿内を中心

に飢饉に見舞われ、江戸ではコレラが猛威を振る

い多数の死者を出した暗い世相の中、将軍吉宗が

死者の慰霊と悪霊退散を祈り両国大川（現在の隅

田川）の水神祭りを催し、それに合わせて大花火

を披露した、隅田川川開きの花火大会(現在の隅田

川花火大会）で活躍した「玉屋」と「鍵屋」の二

大花火師がルーツだといわれています。 

もともと両国の川開きを担当していたのは、日

本で最初の花火専門店である鍵屋でしたが、1808

年に鍵屋の腕の良い番頭が暖簾を分けてもらい、

玉屋に分家しました。以降、両国橋を挟んで上流

を玉屋、下流を鍵屋が受け持ち、2 つの店の花火

師が互いの技を競い合うようになりました。この

互いの競演を江戸っ子たちが応援するときに、「た

まや～！」「かぎや～！」と掛け声を掛けるよう

になったのです。ところが、玉屋は 1843年に失火

により全焼し、町並を半町（約 1500坪）ほども類

焼させる大火事を起こしてしまいました。 

当時、失火は重罪とされており、また偶然将軍

家慶の東照宮参拝出立の前夜であったことから玉

屋は江戸を追われ、一代限りでその家名を断絶さ

せてしまうこととなりました。両国の川開きでの

二大花火師の競演は 32 年という短い期間で幕を

閉じてしまいましたが、鍵屋をしのぐほどであっ

た玉屋の人気は江戸庶民の間で語り継がれ、花火

大会での掛け声の代名詞として現在まで残り続け
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ています。「橋の上 玉屋玉屋の声ばかり なぜ

に鍵屋といわぬ情なし」(「情」と鍵屋の「錠」を

かけている）という歌や「玉屋だと またぬかす

わと 鍵屋いい」という川柳が残っていることか

らも、玉屋の人気が鍵屋をしのいでいたと考えら

れます。これから毎週のように全国各地で開催さ

れる花火大会、浴衣に身を包んで「たまや～！」

「かぎや～！」と叫び、日本の夏を満喫してくだ

さい。 

幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 本日は臨時総会です。前

年度決算及び今年度予

算の資料を配布いたし

ます。 

2. 本日は地区会員増強委

員会委員長、豊田ＲＣの光岡新吾君にお越し

いただいております。後程卓話をお願いいた

します。 

3. 本日、名古屋東急ホテルにて「地区ロータリ

ー財団セミナー」が開催されます。浅井会長

エレクト、田中幹事エレクトに出席していた

だいています。 

4. 本日は理事会開催日です。例会終了後、役員、

理事、委員長は理事会に出席願います。 

5. 次週 14日はお盆のため休会となります。また

事務局も 13 日、14 日とお休みとなります。

その間急用の際は幹事までご連絡ください。 

6. 16 日(日)は、第 15 回天王子ども塾の第 2 部

「津島秋まつりを学ぶ」が伝承の館で行われ

ます。皆さんの参加をお願いいたします。 

7. 次回例会はガバナー公式訪問例会です。17日

12：30に名鉄グランドホテルです。お間違え

なきよう。 

8. 青少年交換学生、中西里緒さんが 19日に出国

されます。 

9. 青少年交換学生マリアさんが 26 日に来日されま

す。 

10. 次回のここウール会館での例会は 8 月 28 日

(金)となります。 

11. 『ロータリーの友』8月号をお配りしました。

『ガバナー月信』8月号を回覧しております。 

 
ニコボックス報告 第 3026回分 

加藤隆朗ニコボックス委員 

光岡新吾君（豊田ＲＣ）本日会

員増強の卓話にお招きいたさき、

ありがとうございました。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 ①本日の卓話

講師に光岡新吾地区会員増強委

員会委員長（豊田ＲＣ）をお迎えして。②2015学

年度米山奨学生ボルドバートル・ハンドさんをお

迎えして。③吉田康裕会員増強委員長、本日の卓

話よろしくお願いいたします。 

吉田康裕君 本日の卓話、よろしくお願いします。 

伊藤哲朗君 光岡地区会員増強委員長をお迎えして。 

大河内勝彦君 本日の司会は後藤亨先生です。皆 

様よろしくお願いいたします。 

坂井裕君 ホールインワンをしてしまいました。

初めてです。桑名の 8番ホールです。 

矢田潔君、根崎健一君、松本浩義君、住田正幸君、

後藤亨君、篠田廣君、高木輝和君、猪飼充利君 坂

井さん、ホールインワンおめでとうございました。

またその時の様子を解説してください。 

高木輝和君 鈴木吉男君のアロハシャツを見て興

奮しました。 

浅井賢次君 久しぶりに孫と天王川をウォーキン

グし、楽しい１日が始まりました。 

滝川林一君 北アルプス槍ヶ岳(3,180ｍ)へ登っ

てきました。下界でダウンしてます。 

服部則仁君 例会でタクトをふらせていただきま

した。ありがとうございました。 

伊藤幸蔵君 母が救急車で運ばれて日赤病院に入

院しました。 

宅見康悦君 なんでもええで、なんぞ書いてって

ちょー。 

加藤泰一郎君 夏休みの先取りで連続ロータリー

例会を欠席しました。 

山田勝弘君 先週休みました。暑い!! 

古川弘一君、加藤則之君、浅井彦治君、伊藤哲朗

君、山本達彦君、稲垣宏高君 明日 8日(土)午後

5 時より、藤浪中学グランドで、津島中央商店街

主催の「遊すずみフェスタ」を開催します。皆さ

ん、ぜひ夕涼みにお越しください。 

加藤則之君(広報委員会) 今週のウィークリーで、

第 15 回天王子ども塾の日程を間違えて掲載しま

した。8月 16日(日)が正解です。お詫びをします。 

服部貴君、杦田勝彦君 ウィークリーに写真が載

りまして。 

岡本康義君、八谷潤一君、生田達一君 その他。 

 
卓 話 

≪会員増強・新クラブ結成推進月間≫ 

卓話担当：会員増強委員長 吉田康裕君 

講  師：地区会員増強委員長 

光岡新吾君（豊田ＲＣ） 

演  題：「会員増強月間によせて」 

 

本日、卓話を担当します、本

年度会員増強委員会委員長の

吉田康裕です。 

内容は、「会員増強・新クラ

ブ結成推進月間」として国際ロ

ータリークラブ第 2760 地区
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2015～2016 年度地区会員増強委員会委員長の光

岡新吾様をお招きし、「拡大増強月間によせて」

と題し、講演をしていただきます。 

先月、7/17に地区会員増強セミナーが開催され、

当クラブ、前年度の会員増強委員長の伊藤哲朗君

と共に出席してきました。光岡委員長にもそこで

お会いしました。セミナーでは、会員増強・拡大

にまつわる様々な学びを教えていただきました。 

またそのセミナーで、会員増強・拡大の成功事

例発表で当クラブが発表できたことは、日頃から

メンバーの皆様が会員増強・拡大に尽力している

結果の表れと評価していただいています。 

本日は、地区会員増強委員会光岡委員長に卓話

講師をお願いし、会員増強・拡大のポイント、退

会防止についてなどご講演していただきます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

「会員増強がクラブ活性化のみなもと 

      退会防止は火の用心活動から」 

 

【光岡新吾君経歴】 

昭和 34年 4月 22日生（56歳） 

セイユーコンサルタント㈱代

表取締役、(公社)宅建協会豊田

支部支部長、愛大不動産会会長 

平成 12 年 4 月 豊田ロータリ

ークラブ入会 

平成 21年から地区会員増強委員会 

ポール・ハリス・フェロー  第 4回米山功労者 

 

現 状  2760地区 4,749 人（全盛期 6,000人） 

     日本  88,000 人（全盛期 12万人） 

     世界   118万人（全盛期 120万人） 

     海外では新興国は増加先進国は減少 

減少理由 入会者に比べ退会者の増加 

・3 年未満＝友人ができない、例会だけで打ち解

ける機会が少ない、下働きをさせられる、いま

さら何でこんなことを？ 

・3 年から 10 年＝だんだん面白くなってきた頃、

しかし派閥のいやらしさに巻き込まれる、飽き

てくる、転勤、職場退職 

・10 年以上＝クラブ指導者やクラブ運営に不満、 

現在クラブで行っていることに関心がなくな

る、病気、家族の事情死亡 

課 題 自クラブの長期計画を作る 

① 自クラブ現状把握（何人入会して何人

退会したか？） 

② 将来何人のクラブにしたいのか？ 

会員間で目標設定する 

③ 自クラブの平均年齢を確認する 

④ 若手会員、女性会員の増強 

⑤ 未充填職業の把握 

方 向 ガバナー方針「ロータリーの原点に学ぶ

～友情と寛容の輪を拡げよう～」 

     2760 地区の会員数 5,000 名を目指す 

各クラブ 3％の純増 

結 論 ・会員増強に特効薬なし、日頃の地道な

活動が大切。共に学び、共に遊び、共

に汗をかく 

     ・会員全員で増強する 

     ・ロータリーについて深く学ぶ 

     ・楽しいクラブを創る 

     ・いつもロータリーバッジをつける 

 
臨時総会 

 前田昭生会計より、7月 24日

の第 2 回役員・理事・委員長会

議で承認された 2014～15 年決

算報告と 2015～16 年度予算を

発表して、臨時総会にて可決し

ました。 

 
米山奨学委員会 

稲垣宏高米山奨学委員長 

 2015 学年度米山奨

学生ボルドバート

ル・ハンドさんが例

会に出席し、三谷栄

一会長より 8 月の奨

学金をお渡ししまし

た。ハンドさんは「津

島の祭検定試験」を

受験する予定です。 

 
誕生日祝福(8月) 

山田章博親睦活動副委員長 

伊藤 誠君（ 1日） 

加藤隆朗君（21日） 

浅井彦治君（31日） 

 

夫  人 

加藤 則之夫人 ( 6日） 

住田 正幸夫人（14日） 

伊藤 彰浩夫人（14日）  

稲垣 宏高夫人（18日） 坂井   裕夫人 (24日) 

野々山勝也夫人(24日）  大河内勝彦夫人(28日） 
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その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先回の記録（例会） 

第 3027 回 ’15 年 8 月 17 日（月）晴れ 

－あまＲＣ合同－ 

≪ガバナー公式訪問例会≫ 

於：名鉄グランドホテル 

ゲ ス ト 第 2760地区ガバナー 
 加藤陽一君（瀬戸ＲＣ) 
   第 2760地区幹事 
 大竹一義君（瀬戸ＲＣ) 
ロータリーソング 「我等の生業」 
ソングリーダー 立松絹久君（あまＲＣ） 
会 員 総 数 67名    7月 24日例会分訂正 

出席免除会員  21名    欠 席 会 員     9名 
本日出席会員  43名    MAKEUP 会 員     6名 
本日の出席率  64.18％  訂 正出席 率    100％ 

超 過 出 席 服部貴君、幅辰雄君、滝川林一君

（第 8回ＩＡＣ例会）、三谷栄一君、伊藤幸蔵君、

前田昭生君、宅見康悦君、浅井彦治君、山本達彦

君、田中正明君、猪飼充利君、山田勝弘君、幅辰

雄君、服部貴君、伊藤哲朗君、稲垣宏高君、篠田

廣君、大河内勝彦君、吉田康裕君、加藤則之君、

高木輝和君（第 2回役員理事委員長会議）、伊藤

基君、伊藤哲朗君、松崎安孝君、三谷栄一君、大

河内勝彦君、佐藤雅彦君、鈴木吉男君、田中正明

君、八谷潤一君、山本達彦君（ハンドさん天王祭

歓迎会）、幅辰雄君（第１回地区国際奉仕委員長

会議）、篠田廣君、浅井彦治君(地区内クラブ研修・

情報・研修リーダー会議) 

 
会長挨拶 

三谷栄一津島ＲＣ会長 

 本日は、ガバナー公式訪

問合同例会でございます。

加藤ガバナー、大竹地区幹

事には大変ご多忙の中ご訪

問いただき、津島、あまロ

ータリークラブ会員一同心

より歓迎いたします。後ほど加藤ガバナーには卓

話をしていただき、ご指導をお願いいたします。

また、ホストクラブのあまロータリークラブ会員

の皆様には大変お世話になり、ありがとうござい

ます。 

先程は両クラブの会長・幹事 4 名が、今年度の

クラブの活動報告と今後の活動方針を 1 時間に亘

る懇談会で報告し、数々のご教示をいただき、無

事終了することができました。 

 津島ＲＣでは、昨日、青少年奉仕委員会の事業、

第 15回天王こども塾『祭りを学ぶ』の第 2部『尾

張津島秋まつりを学ぶ』が開催され、黒田天王文

化塾頭、浅井南小学校長、大学生ボランティアに

よる勉強会に多数の小学生の参加があり、小学生

に『尾張津島秋まつり』を伝承することができた

と思いました。服部青少年奉仕委員長お疲れ様で

した。 

また、来月 6日の日曜日に津島市文化会館にて、

社会奉仕委員会と青少年奉仕委員会の合同で、地

区補助金事業『津島の祭検定試験』、『能楽の藤

田流家元藤田六郎兵衛（ろくろうびょうえ）氏による

講演、笛の演奏』が行われます。能管の調べを充

分ご堪能いただきたいと思いますので、多数の会

員のご参加をお願いいたします。 

最後に、加藤ガバナー、大竹地区幹事には、１

年間健康に留意され、一層のご自愛をお願いいた

します。 

以上ガバナー公式訪問にあたっての挨拶としま

す。 

 
会長挨拶 

東海広光あまＲＣ会長 

加藤ガバナー、大竹地区幹

事、ようこそ、あまＲＣにお

越しいただきました。そして

津島ロータリークラブの皆様、

ようこそあまＲＣへ。心より

歓迎申し上げます。 

本日はロータリークラブの年間行事の中で最も

重要な行事であります『ガバナー公式訪問』の日

（第 2121回例会）でございます。そして年 1回の

津島ＲＣさんとの合同例会でございます。三谷会

長、山本幹事はじめ津島ＲＣの皆様よろしくお願

いいたします。 

加藤ガバナー、大竹地区幹事におかれましては

本年度最初の公式訪問ということで、また私共津

島、あまＲＣ両会長、幹事ともこれまた当たり前

ですが初めての公式訪問ということで、お互いに

緊張した中で懇談会が和やかに、またスムースに

開催され、ガバナーより懇切丁寧にご指導ご助言

をいただきました。本当にありがとうございまし

た。今後のクラブの運営に、そしてクラブの活性

化に役立てていきたいと思います。そして私自身

司会の後藤亨会場委員 

伊藤幸蔵副会長 

←横井知代君が、過日、

大村知事夫妻ととも

に天皇皇后両陛下に

お会いした貴重な体

験をお話ししました。 
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ロータリアンとしての更なる自覚を高め、自らを

更に輝かせたいと考えました。 

加藤ガバナーは「ロータリーの原点に学ぶ～友

情と寛容の輪を拡げよう～」と掲げておられます。

後ほどご講話をいただくことになっておりますの

でよろしくお願いいたします。 

ガバナーが所属されています瀬戸ロータリーク

ラブさんとは、今から 23 年前の 1992 年、私共の

神戸ＰＤＧの年度に地区大会が瀬戸市体育館で開

催され、ホストクラブとして大変お世話になった

とお聞きいたしています。そんなご縁の中、あま

ＲＣ会員一同加藤ガバナー年度を盛り上げていき

たいと思っております。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 
会長幹事懇談会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会の前、加藤ガバナー、大竹地区幹事に、あま

ＲＣの東海会長、児玉幹事、津島ＲＣの三谷会長、

山本幹事が諸々の報告をしました。 

ガバナーからのお礼状 

国際ロータリー第 2760地区 

 加藤陽一ガバナー 

拝啓 時下ますますご清祥の

こととお喜び申し上げます。

皆様方には日頃ロータリー活

動にご尽力いただき、ありが

とうございます。 

この度は貴クラブを公式訪

問させていただき、貴クラブの温かいおもてなし

とご配慮、ご協力に深く感謝申し上げます。 

今後とも地区事業に対してのご理解と奉仕の実

践をお続けくださいますようお願い申し上げ、有

意義でありました公式訪問のお礼とさせていただ

きます。 

時節柄皆様方にはくれぐれもご自愛くださいま

すようお願い申し上げます。       敬具 

 
ニコボックス報告 第 3027回分 

高木輝和ニコボックス委員長 

古川弘一君 新聞に記事が載りました。当時のこ

とを思うと、涙、涙…です。 

松崎安孝君 高木さんに「ひとり 1,000 円」と言

われました。 

浅井賢次君 ガバナーをお迎えして。 

宇佐美三郎君 いよいよ秋が近づいてきました。 

伊藤幸蔵君 エレェメダワ。こんなとこまで……。 

浅井彦治君、浅井賢次君、飯村理君、猪飼充利君、

生田達一君、稲垣宏高君、伊藤哲朗君、伊藤祥文

君、大河内勝彦君、岡本康義君、加藤隆朗君、坂

井裕君、杦田勝彦君、高木輝和君、滝川林一君、

寺田晏章君、寺島淳一君、根崎健一君、野々山勝

也君、幅辰雄君、古川弘一君、前田昭生君、水野

憲雄君、山田章博君、横井知代君、吉田康裕君 RI

第 2760地区加藤陽一ガバナーをお迎えして。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
青少年奉仕委員会 

服部貴青少年奉仕委員長 

①天王子ども塾 

8月 16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 2部「尾張津島

秋まつり」の学習会が開催されました。今回は 26

名の参加で、ボランティアの大学生も 7 月の第 1

部と同じ顔触れだったので、親しげに話している

子もいました。 

 

伊藤幸蔵副会長挨拶 

皆さん、おはようございます！ 津島ロータリ

ークラブの伊藤です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒ財団と米山記念奨学会への寄付目録を贈呈 

三谷会長、伊藤副会長、山本幹事、宅見 S.A.A. 
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暑い日が続き、また今日はお盆の最終日になり

ますが、たくさんの皆さんに参加していただきま

してありがとうございます。 

今日は、津島の祭の中でも天王祭に次いで有名

な「尾張津島秋まつり」についての勉強会です。

津島秋まつりには山車ばかりではなく、七福人踊

りや鬼祭り、そして神楽などもたくさんあります。

今日の勉強で秋まつりの新たな発見があるのでは

ないかなと思っております。 

また、今年度の子ども塾は、津島市教育委員会、

ＮＰＯまちづくり津島さんにもご共催いただき、

大変ありがとうございます。それから南小学校の

浅井校長先生、天王文化塾の黒田塾頭はじめ、大

学生の方々にも毎年、お世話をおかけし本当にあ

りがとうございます。 

夕方、4時頃までと少し長いかもしれませんが、

皆さん頑張ってください。今日も 1 日よろしくお

願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②青少年交換派遣学生出発 

 2015～16 年度青少年交換派遣学生の中西里緒

さん(滝川林一君のお孫さん)が、8 月 19 日(水)、

中部国際空港からデルタ航空のデトロイト行きで、

アメリカへ出発しました。到着便の遅れにより、

予定より 2 時間ほど遅れましたが、翌日の日本時

間 3 時頃ファーストホストファミリーの家に無事

到着との連絡がありました。 

受入クラブは、ペンシルベニア州の RI 第 7280

地区 Bradford Rotary Club です。中西さんは 8

月 24日から Bradford Area High Schoolに通って

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見送りの滝川夫妻、中西一家と、名古屋北ＲＣが

スポンサーで青少年交換留学生としてフランスへ

向かう酒井雄史君（里緒さんの右側）。伊藤幸蔵副

会長と山本達彦幹事が駆けつけました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペンシルベニア州 

メイン州 

↑子ども塾に参加した会員の皆さん。 

学習の様子はクローバーＴＶで放映されました。 

講師の 

黒田剛司先生 
講師の 

浅井厚視先生 
田中正明副幹事

が、9月 6日の 

 「津島の祭検定

ジュニアの

部」について

説明。 

馬場町にあ

る秋まつり

山車蔵を見

学しました。 

笛、鼓、太鼓を鳴ら

してみました。 
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③青少年交換学生来日 

 2015～16年度青少年交換来日学生の Mariah Lee 

DEOS HOOOKEさんが、8月 26日（水）14：50の定

刻少し前に、中部国際空港に到着しました。 

最初のホストファミリーの篠田廣君一家、三谷

栄一会長、青少年奉仕委員会の服部貴委員長兼カ

ウンセラー、加藤泰一郎副委員長、滝川林一委員、

鈴木吉男委員、山田章博委員がお迎えにいきまし

た。マライアさんのほかに来日した交換学生もあ

り、地区からお迎えの方々が来られました。先月

アメリカでマライアさんに会った岩月雅章地区青

少年交換副委員長の奥様にもお世話になりました。 

 マライアさんは、アメリカのメイン州 RI第 7790

地区 Camden Rotary Club がスポンサークラブで

す。（メイン州の位置は前頁地図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月 27日(木)、マライア

さんの健康保険などの手続

きの後、服部貴青少年奉仕

委員長、加藤則之広報委員

長が津島ＲＣ事務局で、翌

日の予定について話をしま

した。細かいことは、加藤

則之君の娘さんが通訳して

くださいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

8月 27日（木）、数日前の台風 15号が通り過ぎ

た超快晴の下、ゴルフ例会が桑名ＣＣで開催され

ました。12人の“強豪”ぞろいの中、優勝は伊藤

幸蔵君でした。おめでとうございます。 

9 月のゴルフ例会は、中旬以降にシルバーウィ

ーク（秋の連休）があるため、9月 10日（木）に

開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

名古屋名南 RC 9/1 火 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ(夜） 

名古屋和合 RC 9/2 水 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋東南 RC 9/2 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋東 RC 9/7 月 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋空港 RC 9/7 月 キャッスルプラザ 

あま RC 9/7 月 名鉄グランドホテル 

尾張中央 RC 9/9 水 名鉄グランドホテル 

稲沢 RC 9/16 水 林商事ビル 

尾張中央 RC 9/16 水 名鉄グランドホテル 

一宮中央 RC 9/16 水 一宮商工会議所(夜) 

名古屋丸の内 RC 9/17 木 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 

名古屋丸の内 RC 9/24 木 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 

一宮 RC 9/24 木 一宮商工会議所 

一宮北 RC 9/25 金 一宮商工会議所 

尾西 RC 9/28 月 尾西信用金庫本店 

名古屋城北 RC 9/29 火 栄東急 REIホテル 

名古屋名南 RC 9/29 火 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ(夜） 

名古屋ｱｲﾘｽ RC 9/30 水 ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 

一宮中央 RC 9/30 水 一宮商工会議所(夜) 

 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 伊藤幸蔵 48 47 95 22 73 

2位 幅 辰雄 46 43 89 14 75 

3位 山本達彦 44 44 88 12 76 

 
↑セントレアにて 

←「とても暑い」とマラ

イアさん。 

亜梨沙さんとカノン

ちゃんと一緒に。 
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次回例会 

第 3029 回 ’15 年 9 月 6 日（日） 

≪地区補助金事業≫ 

『津島の祭検定試験と講演会』 

会  場：津島市文化会館 

時  間：検定試験（大ホール） 

 ジュニアの部  10時～ 

      一般の部    11時半～ 

    例 会（小ホール） 11時半～ 

    講演会（大ホール） 13時～ 

そ の 他：昼食付（弁当） 

検定試験受験を希望される方は、 

津島ＲＣ事務局へお申込みを。 

当日時間のある方は、お手伝いを

お願いします。 

お知らせ 

■青少年交換学生マライアさん歓迎会 

と き：9月 11日（金）18：00 

ところ：第二サンガーデン パーティルーム 

 

■休会 

 9月 18日（金）定款 6-1 

 

 

ロータリーニュース（8月 3日） 

 

2017-18年度会長に 

イアン・ライズリー氏 

 

 

8月 3日に RI会長指名委員

会が開かれ、2017-18年度 RI

会長として、イアン Ｈ.Ｓ. 

ライズリー氏（サンドリンガ

ム・ロータリークラブ、オー

ストラリア）が選ばれました。

対抗候補者が出なければ、10

月 1 日をもって、ライズリー氏が正式に会長ノミ

ニーとなります。 

ライズリー氏は、「ロータリーの未来には、企

業や他団体とのパートナーシップが重要」だと話

します。 

「ロータリーがプログラムや人材を備えている一

方で、外部組織はそのほかのリソースを持ってい

ます。“世界でよいこと”をするという目標は、

誰にとっても同じです。ポリオ撲滅活動をきっか

けに多くの人がロータリーを知り、将来に新たな

パートナーシップを築けることを期待していま

す」 

会計士であるライズリー氏は、オーストラリア

国内外の企業会計を専門とする Ian Riseley and 

Co.の社長を務め、国際関係に強い関心を寄せてい

ます。2002年には東チモールでの活動を称えられ、

オーストラリア政府より「AusAID Peacebuilder 

Award」を受賞。2006 年にはオーストラリアの地

域社会への貢献が認められて、オーストラリア勲

章を受けました。 

「各国政府は、ロータリーを善き市民団体の代表

的存在と見ています。ポリオ撲滅活動でアドボカ

シー活動を行ってきたように、平和と紛争解決の

分野でも政府への働きかけを行うべきです」とラ

イズリー氏は述べます。 

1978年にロータリークラブに入会して以来、財

務長、理事、管理委員、RI理事会執行委員、タス

クフォースメンバー、各種委員会の委員と委員長、

地区ガバナーを歴任しました。オーストラリアで

のポリオ撲滅活動「Australian Polio Eradication 

Private Sector Campaign」の元メンバーであり、

「ロータリー財団ポリオのない世界のための奉仕

賞」を受賞しました。ジュリエット夫人とともに、

ポール・ハリス・フェロー、メジャードナー、遺

贈友の会会員となっています。 

 
9月のメニュー 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

例会変更 
9月4日(金) 

9月 6日(日） 弁当（文化会館） 
9月 11日(金） 寿し、吸い物 
9月 25日(金)   割子 


