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本日の行事予定 (2016 年 7 月 8 日) 

第 3067 回例会 

≪クラブアッセンブリⅠ≫ 

 
先回の記録 

第 3066 回 ’16 年 7 月 1 日（金）晴れ 

≪新年度初例会≫ 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー 寺島淳一君 
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 

青少年交換学生  
        マライア Lee DOES HOOKEさん 
会 員 総 数  66名    6月 10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  83.33％  訂 正出席 率  98.46％ 
超 過 報 告 三谷栄一君、山本達彦君、篠田廣
君、吉田康裕君、中村陽介君(ロータリー情報勉強
会)、浅井彦治君、後藤務君、幅辰雄君、猪飼充利
君、稲垣宏高君、加藤則之君、児玉昭君、三谷栄
一君、水野憲雄君、野々山勝也君、篠田廣君、住
田正幸君、高木輝和君、山田勝弘君、山本達彦君、
余郷利彦君（ゴルフ会打上げ)、佐藤敬治君、伊藤
誠君(地区ロータリー研究会) 

 
会長挨拶 

浅井彦治会長 

「人類に奉仕するロータ

リー」というテーマで今年

度国際ロータリー会長ジ

ョンＦ.ジャーム氏は奉仕

の率先躬行、ポリオ撲滅の

最終章、ロータリーブラン

ドの認識と実行を重点事

項として挙げられました。

「四つのテスト」を真に実践するクラブで「価値

観を分かち合える人を見つける」というロータリ

ーへの入会理由を説いています。 

当地区の服部良男ガバナーはそれを受け、ロー

タリーの使命は職業人と地域社会のリーダーのネ

ットワークを通じて倫理観と高潔さを失わず人々

に奉仕し、世界理解、親善、平和を推進すること

だと言われています。 

ロータリーのブランドは親睦、高潔性、多様性、

リーダーシップ、奉仕の 5つが中核的価値になり、

地区のビジョン「10 年後 20 年後も地区の輝きが

持続可能であること」を挙げています。 

当地区においても会員の増加は重要であり、価

値観を分かち合える仲間を当地区から発掘してい

くことは喫緊の課題であり、今後も継続して行う

ことが重要だと思います。 

また今年は台北滬尾ロータリークラブとの姉妹

締結更新があり、国際的な信頼感のある関係の広

がりを今後も深めていくようにしたいと思います。 

またロータリー財団 100 周年を迎え、当地区での

地区財団事業の継続や、青少年奉仕の意味合いで

のインターアクト活動を応援していきたいと思い

ます。 

本会は各界のリーダーの集まりであり、その能

力は多様で深く広いものだと思います。そんな集

団が高い倫理観と高潔な志でお互いに寛容な気持

ちで認め合い、一つになって元気に過ごせる１年

であることを心から念じて頑張ってまいります。

会員の皆様のご協力を心中よりお願い申し上げま

す。 

 

 

1.価値観の分かち合える新入会員を拡大して

会員の輪を広めよう。 

2.クラブ奉仕と四大奉仕活動の活性化により

会員相互の親睦と地域へ奉仕活動の実践

をしよう。 

3.Ｍy Ｒotary への登録等からロータリーブ

ランドを再認識して活動状況を知ろう。 

4.本会が持続可能な集まりとして継続できる

ように世代を超えた親睦の輪を広めよう。 

 

 

重点事項 
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市長挨拶 

津島市長 日比一昭氏 

 皆さん、こんにちは。本日

はお招きいただきまして、本

当にありがとうございます。1

年ぶりに懐かしいお顔を拝見

させていただきました。1 年

間どうぞよろしくお願いいた

します。 

 ロータリーの皆様には祭検定や歴史の達人とい

うことでお世話になっておりますし、このたび朝

祭で子どもたちがお世話になります。11月 3日に

は、新しい試みとして「縁側茶」会を開いていた

だくとご案内をいただいております。様々なかた

ちで津島市を盛り上げていただいておりますこと

に感謝しております。 

 津島市は来年 3 月で 70周年になります。7月 7

日夜 7時から文化会館小ホールで、70周年の「キ

ックオフ式典」を開催いたします。素晴らしいカ

ンバッジを準備しておりますので、多くの津島の

名士の皆様に見に来ていただければありがたいな

と考えております。 

 天王祭ですが、プレイベントとして今年初めて

天王通りをにぎやかせようと考えております。多

くの実行委員の皆様ほか、パフォーマンスをして

いただけると聞いております。「日・中・韓子ども

サミット」も同時開催します。 

 秋には愛知県の観光交流サミットを秋祭りに合

わせて実施します。そのほか、「津島にぎわい創出

プロジェクト」として津島を宣伝する「ＯＳＨＩ」、

「おもてなしステーション」を作ろうという「ま

ちの駅」構想等、にぎわいを戻したいという強い

思いで、まちづくりをしたいと思います。皆様の

お力添えが必要ですので、どうかロータリーの皆

様のますますのお力添えをいただきながら、「人類

に奉仕するロータリー」と書いてありますが、津

島市も「市民に奉仕する津島市」ということで頑

張ってまいりたいと思いますので、どうかよろし

くお願い申し上げます。 

本日は誠におめでとうございます。 

 

愛西市長 日永貴章氏 

 こんにちは。今年度初例会に

お招きいただきまして、誠にあ

りがとうございます。またお世

話になりますので、どうぞよろ

しくお願いします。 

 愛西市も 10 年以上が過ぎま

して、皆様のご理解をいただき

新しい庁舎を建設して、4 月から本格的に引越し

させていただきました。旧の佐織庁舎と立田庁舎

を解体・改修工事をして、新たな住民対応をさせ

ていただきたいと思っております。 

 なかなか津島市さんのように歴史、文化はござ

いませんが、津島市を見本にしながら、いいとこ

ろは真似をして、失敗したところは真似をしない

ようにやっていきたいと思っております。ロータ

リーの皆様方はこういった過去の歴史を非常によ

くご存じと思いますので、今後はぜひ失敗したこ

とを陰でこそこそと私に教えていただけるとあり

がたいと思いますし、津島市でできないことでも

愛西市にできることがあるかと思いますので、ま

たご助言をいただきたいと思っております。 

 7 月 9、10 日に「ハス見の会」を森川の道の駅

の隣りで開催しますし、7 月末には津島市の天王

祭に我々の市江車もございますので、一緒に盛り

上げていきたいと考えております。 

 今年度も大変お世話になりますが、ご支援ご協

力をいただきますようお願い申し上げます。 

 
幹事報告 

田中正明幹事 

 この 1 年間どうぞよろしく

おねがいします。健康管理もし

て、概ね元気で過ごしたいと思

います。 

● 本日は初例会です。名誉会

員の津島市長、愛西市長に

ご出席いただいております。さきほどご挨拶い

ただきました。 

● 本日、山田公男君の入会式を行います。所属委

員会は会場委員会です。杦田会場委員長、よろ

しくお願いします。 

● 本日、青少年交換学生のマライアさんがおみえ

ですので、のちほど会長よりおこづかいをお渡

しいただきます。 

● 明日、7月 2日に地区の第 10回青少年交換オリ

エンテーションが開催されます。マライアさん

にご参加いただきます。 

● 7月 10日(日)、「わざ・語り・伝承の館」に於

いて青少年奉仕委員会事業の「第 16 回天王子

ども塾」の第 1部が開催されますので皆様ご参

加いただきますようお願いいたします。これは

メイクアップ対象になります。(第 2 部は 7 月

24日) 

● 本日、上期請求書と会員証をお配りしました。

会費の速やかな納入にご協力ください。 

● 本日、『ガバナー月信』7月号、2016～17年度

のロータリーカレンダー、地区大会のパンフレ

ットをお配りしております。なお、『ガバナー

月信』は 8月号以降 Web配信となります。 

● 本日、『ザ・ロータリアン』7 月号を回覧して

いますのでご覧ください。 

● 本日、会報用のバインダーをお配りさせていた

だきました。 

● 本日、例会終了後に第 1回役員・理事・委員長

会議を開催いたしますので、該当の役員・理事
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委員長さんはご出席のほどよろしくお願い致

します。 

● 次回例会はクラブアッセンブリですので、各委

員長さんにはご準備をよろしくお願いいたし

ます。 

● 7月のロータリーレートは、1ドル 102円です。 

 
就任の挨拶 

後藤亨Ｓ.Ａ.Ａ. 

 私はロータリーに入会して約

40年になりますが、会長のとき

彦治君に幹事をやってもらいま

した。そういう繋がりもありま

して、今回Ｓ.Ａ.Ａ.という大役

を仰せつかってしまいました。

できる限りのことをさせていただきますので、よ

ろしくお願いします。 

この 40年間で、特にここ数年をみておりますと、

非常に和気藹々としたロータリーになっていると

思います。最近は非常にユーモアのある点が入っ

てきまして、素晴らしい会ではないかと思います。

できるだけユーモアの精神を取り入れた会にした

いと思いますので、よろしくご協力のほどをお願

いいたします。 

 
ニコボックス報告 第 3067回分 

伊藤哲朗ニコボックス委員長 

名誉会員・日比一昭津島市長、

日永貴章愛西市長 今年度初例

会にお招きいただきまして、あ

りがとうございます。よろしく

お願いします。 

浅井彦治会長 1 年間よろしく

お願いいたします。 

加藤則之副会長 ①日比津島市

長、日永愛西市長をお迎えして。

②マライアさん、帰国してもお元気で。③山田公

男さんの入会を祝して。④1 年間大変お世話にな

ります。欠席の時は幸ちゃま、よろしくお願いし

ます。 

田中正明幹事 ①津島・愛西両市長をお招きして。

②マライアさんの最後の例会出席です。お疲れ様

でした。③山田公男さんの入会を祝して。④1 年

間お世話になります。皆様よろしくお願いいたし

ます。 

山田公男君 本日よりよろしくお願いします。 

滝川林一君 今年度のゴルフ会幹事を仰せつかり

ました。皆様の出席をお願いいたします。 

杦田勝彦君 今月、司会担当です。よろしくお願

いします。 

加藤泰一郎君 新年度おめでとうございます。会

長、幹事がんばってください。 

相羽あつ子君 新年度初例会おめでとうございま

す。また、このめでたき日に山田公男さんをお迎

えして、重ねてめでたいことと喜びでいっぱいで

す。本年もよろしくお願いします。 

相羽あつ子君、飯村理君、伊藤彰浩君、伊藤哲朗

君、伊藤祥文君、梶浦興蔵君、河西あつ子君、後

藤亨君、小林啓子君、佐藤敬治君、篠田廣君、杦

田勝彦君、住田正幸君、高木輝和君、滝川林一君、

宅見康悦君、寺島淳一君、寺田晏章君、遠山孝義

君、長田一郎君、根﨑健一君、野々山勝也君、幅

辰雄君、水野憲雄君、三谷栄一君、安江正博君、

矢田潔君、八谷潤一君、山田章博君、山田勝弘君、

山本達彦君、余郷利彦君、吉田康裕君 名誉会員

の日比津島市長、日永愛西市長をお迎えして。 

飯村理君、伊藤哲朗君、後藤亨君、篠田廣君、住

田正幸君、高木輝和君、長田一郎君、根﨑健一君、

野々山勝也君、服部則仁君、三谷栄一君、安江正

博君、矢田潔君、余郷利彦君 マライアさん、帰

国してもお元気で。 

相羽あつ子君、飯村理君、猪飼充利君、伊藤哲朗

君、伊藤基君、稲垣宏高君、梶浦興蔵君、後藤亨

君、佐藤敬治君、篠田廣君、住田正幸君、高木輝

和君、長田一郎君、根﨑健一君、野々山勝也君、

松本浩義君、三谷栄一君、安江正博君、矢田潔君、

八谷潤一君、山田勝弘君、山本達彦君、余郷利彦

君、吉田康裕君 山田公男さんの入会を祝して。 

飯村理君、生田達一君、伊藤祥文君、稲川明俊君、

河西あつ子君、小林啓子君、坂井裕君、篠田廣君、

住田正幸君、高木輝和君、長田一郎君、中村陽介

君、幅辰雄君、古川弘一君、安江正博君、余郷利

彦君 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。 

伊藤哲朗君、伊藤誠君、伊藤基君、片岡鉄君、後

藤亨君、佐藤敬治君、寺島淳一君、野々山勝也君、

堀田力男君、山田勝弘君 （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。 

長田一郎君 松崎先生、ありがとうございました。 

水野憲雄君 ニコボックス委員長の伊藤さんにび

っくりしました。頑張ってください。 

長田一郎君、河西あつ子君 その他。 

浅井賢次君 ①彦治君が今年 1 年会長を務めさせ

ていただきます。津島神社、お墓へと祈願してき

ました。ご迷惑をおかけします。よろしくご指導、

ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年度は“ニコ

にゃん”スタイル 

でいきますよ 
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次回例会 

 第 3068 回 ’16 年 7 月 15 日（金） 

≪クラブアッセンブリⅡ≫ 

 

お知らせ 

■第 16回天王子ども塾 第 1部 

 と き：7月 10日（日）9：00～16：00 

 ところ：わざ・語り・伝承の館 

 

■青少年交換学生歓送迎会 

 と き：7月 14日（木）18：00 

 ところ：第二サンガーデン･パーティルーム 

 

■第 16回天王子ども塾 第 2部 

 と き：7月 24日（日）8：30～12：00 

 ところ：わざ・語り・伝承の館(集合） 

     （尾張津島天王祭見学） 

 

 
新入会員入会式 

【プロフィール】 

氏  名：山田公男(やまだ きみお) 

事 業 所：(資)朝日寿し 

職業分類：料理店(和食) 

役  職：代表社員 

生年月日：1966(昭和 41)年 5月 27日 

住  所：津島市老松町 97番地 

家族構成：母･文恵、 

長女･桃子、

長男・貴生 

趣  味：サウナへ 

     行くこと 

推 薦 者：田中正明、 

伊藤基  
 

 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7月の例会変更追加 

 

 

 

 
津島市長表敬訪問 

 6 月 29 日(水)、2016～17 年度の浅井彦治会長、

田中正明幹事、八谷潤一社会奉仕委員長が日比一

昭津島市長を訪問し、クローバーＴＶの『デイリ

ートピックス』で放映されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

一宮 RC 7/28 木 一宮商工会議所㌱ 

一宮北 RC 7/29 金 一宮商工会議所㌱ 
 

加藤則之副会長 

初司会は杦田勝彦会場委員長 

久しぶりのソン

グリーダー寺島

淳一君 

山田勝弘親睦

活動委員長よ

り出席報告 

滝川林一 

ゴルフ幹事 

 この 10 カ月間、日

本語の勉強をしま

したから、また日本

へ来たいです。今ま

ですべてをありが

とうございました。 

 マライアに

寄せ書きを

してお別れ

し ま し ょ

う！ 伊藤基青少年奉仕

委員長 

マライア最後の例会出席 

本日のメニュー 

割子弁当 

新旧会長幹事バッジの引継ぎ 

2015～16年度山本達彦幹事と三谷栄一会長 

2016～17年度浅井彦治会長と田中正明幹事 
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