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本日の行事予定 (2016 年 7 月 22 日) 

第 3069 回例会 

卓話担当：古川弘一君 

演  題：「津島ロータリークラブの年輪」 

 
先回の記録 

第 3068 回 ’16 年 7 月 15 日（金）晴れ 

≪クラブアッセンブリⅡ≫ 

ストレッチ体操 猪飼充利君 

ロータリーソング 「手に手つないで」 
ソングリーダー 野々山勝也君 
会 員 総 数  67名    6月 24日例会分訂正 
出席免除会員  22名    欠 席 会 員     9名 
本日出席会員  59名    MAKEUP会 員     5名 
本日の出席率  88.06％  訂 正出席 率  98.41％ 
超 過 報 告 杦田勝彦君、中村陽介君、加藤隆
朗君、小林啓子君、浅井彦治君、田中正明君、幅
辰雄君、服部則仁君、高木輝和君（2016-17 年度
会場委員会）、猪飼充利君、安江正博君、伊藤幸
蔵君、伊藤哲朗君、加藤則之君、高木輝和君、三
谷栄一君、山本達彦君、篠田廣君、前田昭生君、
宅見康悦君、田中正明君、幅辰雄君（理事会打上
げ）、浅井彦治君、田中正明君、八谷潤一君（津
島市長表敬訪問）、寺島淳一君、浅井彦治君、田
中正明君、鈴木吉男君（2016-17 年度国際奉仕委
員会） 

 
会長挨拶 

浅井彦治会長 

本日のクラブアッセン

ブリはクラブ奉仕の内容

が中心となり、基本的に本

会の会員の親睦を広め深

める目的であると思いま

す。 

人が親しくなるにはま

ず自分から内訳話をしろ

と昔から教えられてきましたので、私と私の田舎

の話を紹介します。 

私はと言えば基本的に田舎者です。黒野治太夫 

黒野緑の四男で、昭和 27年 8 月 31 日生まれ、愛

知県幡豆郡吉良町大字上横須賀字蔵屋敷 26 番地

と、年賀状の季節になるといつも長い住所だなあ

と友達によく言われました。治太夫と言う名は

代々家長の名乗る名前だったそうですが、戦後そ

んな話はないように思います。 

黒野という家は 18代続いた家ですが、過去帳は

読める人がいないので、ゆかりのある近くのお寺

の住職さんの話が頼りになってそれを信じること

にしているようです。確かに墓の裏書には古い年

号が幾つも書いてあったように思います。おそら

く源氏の流れの吉良家に先祖はお世話になってい

ることもあって、忠臣蔵は私の容認できる内容で

はありません。 

どんな田舎なのか説明するのに困りましたが、

同郷の有名な小説家の尾崎士郎作『人生劇場青春

篇』序章を紹介してみたいと思います。少し柄が

悪いですがお付き合いください。 

「三州吉良港」 

一口にそう言われているが、吉良上野(こうずけ)

の本拠は三州横須賀村である(中略)。その吉良上

野の所領であった横須賀村一円で「忠臣蔵」が長

い間禁制になっていることは天下周知の事実であ

る。これは一面、吉良上野が彼の所領において仁

徳の高い政治家であったということの反証にもな

るが、同時に他の一面から言えば、一世をあげて

嘲罵の的になった主君の不人気が彼の所領の人民

を四面楚歌におとしいれたことも確かであろう。

まったく「あいつは『吉良』だ！」ということに

なると旅に出てさえ肩身の狭い思いをしなければ

ならなかった時代があるのだ。しかし、そうなれ

ば、こっちの方にも(忠臣蔵なんて高々芝居じゃね

えか)という気持ちがわいてくる。（うそかほんと

かわかるものか、あんなものを一々真に受けて騒

いでいるろくでなしどもから難癖をつけられてい

るうちのお殿様方がお気の毒だ） 

三州横須賀は肩をそびやかしたのである。相手

にしないならしないで良い。その代わり日本中の
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芝居小屋で「忠臣蔵」がどんなに繁盛しようとも、

この村だけは一足だって踏み入れたら承知しね

ぞ！ 

 正直忠臣蔵も今となっては徳川幕府が平和な時

代を大切に守ろうとして行った企てだと思ってい

ますが真実は解りません。 

そんな田舎を離れて 40数年になりますが、時々

帰ることがあると昔からの仲間が同じように接し

てくれる大変温かく居心地の良い所であります。 

そんな村社会で青春期まで育ったせいか基本的

に人情話に弱く、お酒に酔うと涙もろい田舎者の

体質になってしまったようであります。 

さて私の話は兎も角、本日はクラブ奉仕を中心

としたクラブアッセンブリです。お互いが本音を

言い合い、人となりを知ることから親睦は始まり

ます。 

またロータリーの親睦プログラムは非常に優れ

ていると思います。今年度 1 年間、ロータリーの

皆さんと家族の方にとって素晴らしい親睦の輪が

広がりますよう努力をしてまいりますと同時に、

可能な限りご参加いただきますようお願い申し上

げまして挨拶とさせていただきます。 

 
幹事報告 

田中正明幹事 

● 交換留学生の中西

里緒さんが今月 10

日帰国されました。

後日、例会にて報告

会を行っていただ

きます。 

● 今月の 17 日(日)に

マライアさんが帰

国されます。セントレア 16 時 35 分発のデル

タ航空ＤＬ630 便です。午後 2 時頃に税関審

査に入ると思いますので、それまでにお見送

りの方は到着していただきますようよろしく

お願い致します。 

● 今月の 18日(月・海の日)に、地区ＩＡＣ年次

大会が開催されます。 

● 今月の 21 日(木)に地区内危機管理研修会が

開催されます。佐藤敬治会長エレクトと鈴木

吉男ロータリー情報委員長にご出席いただき

ます。 

● 今月の 22 日(金)に地区会員増強セミナーが

開催されます。猪飼幹事エレクトにご出席い

ただきます。 

● 本日、ロータリー手帳と同じサイズの会員名

簿をお配りしております。 

● 今月の 26日(火)、ＩＡＣオーストラリア研修

のメンバーが出発されます。それに伴い、16

～17 日の第 29 回海外派遣事前研修会に津島

東高校ＩＡＣの栗田さん、赤川さんが参加さ

れます。 

 
ニコボックス報告 第 3068回分 

山本達彦ニコボックス副委員長 

浅井彦治会長 ①本日クラ

ブアッセンブリです。皆様よ

ろしくお願いいたします。 

加藤則之副会長 ①クラブ

アッセンブリよろしくお願

いします。②写真が載りまし

た。 

田中正明幹事 本日クラブ

アッセンブリです。委員長の

皆様よろしくお願いいたします。 

服部貴君 中西里緒さん、マライアの歓送迎会に

多くの方に参加いただき、ありがとうございまし

た。 

滝川林一君 孫がアメリカ留学から無事帰りまし

た。皆様にいろいろお世話になり、ありがとうご

ざいました。 

浅井賢次君 ①久しぶりに朝早く天王川、神社へ

とウォーキングに行ってきました。伊藤雅昭君に

お会いしました。元気でお若いですね。素敵でし

た。②ニコボックス委員会、遅れ申し訳ありませ

ん。③宇佐美君、先日はありがとうございました。

④三菱東京ＵＦＪ銀行支店長さん、ありがとうご

ざいました。 

伊藤哲朗君 山本副委員長をはじめ、ニコボック

ス委員会の皆様、大変お世話になります。 

杦田勝彦君 クラブアッセンブリ、ご協力をお願

いします。 

松崎安孝君 余郷さん、住田さん、山田さんにお

世話になりました。 

後藤務君 タイの向上へ久しぶりに行って帰って

きました。 

伊藤幸蔵君 お暑いですね。 

服部則仁君 来週は遅刻するかもしれませんので、

ごめんなさい。 

宇佐美三郎君 暑さが厳しくなりました。クーラ

ーをかけて涼んでください。 

岡本康義君 お久しぶりです！ 

幅辰雄君 荘川ゴルフで宅見さんにお世話になり

ました。篠田先生のイーグルに大金を支払いまし

た。 

篠田廣君 昨日、マライアの送別会でお世話にな

りました。 

伊藤誠君、飯村理君、山田勝弘君、根﨑健一君、

山田章博君、水野憲雄君、寺島淳一君、服部貴君、

田中正明君、高木輝和君、中村陽介君、伊藤基君、

児玉昭君、相羽あつ子君、吉田康裕

君 ウィークリーに写真が載りまし

た。 

根﨑健一君、住田正幸君、生田達一、

伊藤祥文君 その他。 
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≪クラブアッセンブリⅡ≫ 

宇佐美三郎米山奨学委員長 

 米山記念奨学会は国際社会で

活躍する留学生を奨学するため

に、1967 年文部省の許可を得て

財団法人となりました。 

今年度、津島ＲＣでは普通寄付

金を会員1人あたり5,000円とし、

多数の会員の皆様に米山功労者

になっていただくようお願いを

します。 

 

加藤隆朗クラブ奉仕委員長 

 国際ロータリーのテーマ

は「人類に奉仕するロータリ

ー」、地区のテーマは「Be The 

Rotarian, Find A Rotarian 

～真のロータリアンになろう、

ロータリアンを見つけよう」で

す。浅井会長のカラーを出して

頑張っていただきたいと思い

ます。そして、ロータリーが好きで好きでたまら

ない人を育て、心に残るロータリーの会にしたい

と思います。親睦活動、ロータリー情報、会場、

会員増強、クラブ広報、ニコボックス委員会が自

主的運営を積極的に推進していただきたい。 

 

山田勝弘親睦活動委員長 

 大きい事業としては、12 月 3

日(土)にウェスティンナゴヤキ

ャッスルでクリスマス家族会、5

月 21日の日曜日、家族会を予定

しています。5 年ぐらい前でし

たか、メンバーだけで日帰り旅

行をしていたと思いますが、時

間の調整がつけば考えようかな

と思います。楽しい例会をすご

してもらえるよう、大勢の皆さん、ご家族の方に

参加してもらえるようにしたいと思いますのでよ

ろしくお願いします。 

 

鈴木吉男ロータリー情報委員長 

 『ロータリーの友』6 月号に

規定審議会のことが載っており

ます。『友』を読むことを奨励し、

理解していただきたいと思いま

す。たとえば 7 月号には、我が

地区から輩出した斎藤直美 RI

理事(豊田ＲＣ)が、地区として

も(規定審議会の内容を)討論して欲しいとの記事

も出ています。このような情報をロータリー情報

委員長として皆さんにお伝えしていきたいと思っ

ております。 

 

杦田勝彦会場委員長 

 クラブ計画書にあるよう

に、例年通りでやらせていた

だきたいと思います。 

 とりあえず私が司会をさ

せてもらっていますが、だい

たい毎回１回失敗をしてい

るという非常にいいペース

になっていますので、他の委

員の方もこのペースを守って、毎回１回失敗して

やっていただきたいと思います。 

 メンバーは委員として最高顧問の高木輝和君、

顧問の小林啓子君と幅辰雄君、平(ヒラ)の委員長の

私、平(ヒラ)兼副委員長の服部則仁君、普通の平(ヒ

ラ)中村陽介君、新人の平(ヒラ)山田公男君という人

員構成です。 

 

相羽あつ子会員増強委員長 

 メンバーは稲垣宏高さん、梶浦

興蔵さん、余郷利彦さん、稲川明

俊さんと気が引ける方々ばかり

でございます。 

新入会員の拡大に努力し、クラ

ブの活性化をはかりたいと思い

ます。また、会員候補の方をゲス

トにお呼びすると会員の拡大にもつながるかと思

います。退会防止については、もし「イヤイヤ病」

が出た時や、お気づきになった時には増強委員ま

でご連絡いただければと思います。委員会全員で

一緒にお食事をしたり、一杯飲みに行ったりして

退会防止につながるかと思います。今年度もよろ

しくお願いいたします。 

 

堀田力男クラブ広報委員長 

今年度、クラブ広報委員長

を務めさせていただきます堀

田です。ウィークリー担当と

いうことでメンバー間だけで

はなく、メンバー以外の方にも親しみやすい内容

でお届けすると同時に、これからの未来永劫続い

ていく当クラブの記録として残していける、そん

な会報の制作に取り組んでまいります。 

事業計画書の方は前年同様とさせていただきま

す。今回、この広報担当のお話をいただいて、い

ろんなメンバーから話を聞いて、やはりカラーが

いいという意見が多く、試みようとしましたが予

算的に年間 40 万円の費用を要するということで

今年度は毎回ではありませんが、第一例会、地区

大会時、家族例会時など、ここぞの時にはカラー

でお届けしたいと思います。 

また、会場委員会さんと例会の進行内容を確認

し、ニコボックス委員会さんに貢献できるクラブ

広報委員会でありたいと思います。一年間、よろ

しくお願いします。 
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次回例会 

 第 3070 回 ’16 年 7 月 29 日（金） 

卓話担当：住田正幸君 

講  師：愛西市学芸員 石田泰弘氏 

演  題：「一時上臈(いっときじょうろう)と 

屯倉(みやけ)まつり」 

お知らせ 

■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） 

     （尾張津島天王祭朝祭見学） 

 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年奉仕委員会 

■マライアさん、里緒さん歓送迎会 

 ７月１４日(木)、第二サンガーデンで青少年交

換学生の帰国生・中西里緒さんと、受入学生・マ

ライアさんの歓送迎会を開催しました。会員はじ

め、マライアさんのホストファミリーの篠田麗さ

ん、成田さん、中西さんやマライアの同級生等が

駆けつけ、総勢約 35名で感動の時を過ごしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■マライアさん帰国 

 7 月 17 日(日) 、デルタ航空 630 便で、マライ

アさんはアメリカ・メイン州へ帰っていきました。 
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楽しい留学 

だったね 

カウンセラーと

最後の会話→ 

↑セントレアにて 

まずはストレッチで 

体と心をほぐしてから。 

加藤則之副会長 

通算 10年 

加藤隆朗君 

通算 15年 

中野義光君 

松崎安孝君 

山田勝弘君 

通算 25年 

水野憲雄君、 

鈴木吉男君 

通算 5年 

大河内勝彦君 

幅辰雄君 

野々山勝也君 

2015～16 年度の 5 年毎通算 100％出席表彰を行

い、10人のメンバーが表彰されました。 

 三谷直前会長「気楽に

なったわぁ」 

加藤隆朗クラブ奉仕委

員長「梅雨明けに 1杯

やりましょう！」 


