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本日の行事予定 (2016 年 7 月 29 日) 

第 3070 回例会 

卓話担当：住田正幸君 

講  師：愛西市学芸員 石田泰弘氏 

     屯倉社 大鹿吉明氏 

演  題：「一時上臈(いっときじょうろう)と 

屯倉(みやけ)まつり」 

 
先回の記録 

第 3069 回 ’16 年 7 月 22 日（金）晴れ 

卓話担当：古川弘一君 

演  題：「津島ロータリーの年輪」 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 
ソングリーダー 山田章博君 
ビ ジ タ ー 加藤憲治君（あまＲＣ） 
会 員 総 数  67名    7月 1日例会分訂正 
出席免除会員  22名    欠 席 会 員    11名 
本日出席会員  55名    MAKEUP会 員     9名 
本日の出席率  82.09％  訂 正出席 率   100％ 
超 過 報 告 浅井彦治君、加藤則之君、田中正
明君、後藤亨君、伊藤基君、伊藤哲朗君、加藤隆
朗君、三谷栄一君、野々山勝也君、佐藤敬治君、
杦田勝彦君、鈴木吉男君、田中正明君、寺島淳一
君、宇佐美三郎君、山田勝弘君（第 1 回役員理事
委員長会議） 

 
会長挨拶 

浅井彦治会長 

本日は夏真っ盛りでも

ありますので、体調管理に

少しお役立ていただくた

めに夏の健康のカギにつ

いてお話しいたします。ポ

イントは「動いて、食べて、

よく眠り、心も体も健康

に」であります。 

① 夏らしく活動的に 

無理のない程度の運動は必要です。 

自身に合った方法で快適に体を動かす。 

プールで歩いて程よく疲れるのも良いのでは

と思います。注意しなくてはいけないのは、

ゴルフや草むしり等で頑張りすぎて、熱中症

になることもあります。  

・涼しい服装、通風を心がけること 

・上手な水分補給 

ペットボトルや水筒を持ち歩く。ある程度水

分補給する時間を決めておく。水１ℓに塩ひと

つまみを入れて汗で失われる塩分補給。目安

は１日 2ℓ。（年齢と共に体の保水量は低下し

ますのでクーラーの部屋の中で休んでいても

水分は必要です） 

水分接種は水で良いと思いますが、経口補水

液、スポーツ飲料等を適度に利用されること

は有効だと思います。ただそれだけで水分補

給をしない方が良いと思われます。アルコー

ルやコーヒー等は利尿効果もありますので、水

分接種には適当ではありません。むしろ脱水

になる傾向に注意して下さい。降圧剤や糖尿

病薬等でも利尿効果がありますので、治療中

の方は特に注意されたほうが良いと思います。 

・紫外線は注意 

外出時は日焼け止めを頻繁に利用したほうが、

日頃室内にいることの多い方には有効です。

サングラスの習慣も外出時には有効です。 

・アブ、ハチ 

キャンプなどの虫によるトラブルには虫よけ

スプレー。私はゴルフバッグにいつも虫よけ

スプレーを入れていますが、海外に出向く時

は税関チェックで引っかかりましたので注意。

ハチの巣に近寄らない。特にアレルギーのあ

る人は要注意、アナフラキシーショックもあ

ります。意識不明で倒れてしまうようです。 

 

② 食は内容が大切  

バランス重視、野菜不足注意。トッピングで 

野菜をプラスすると良い。冷たい飲み物は胃

腸の働きが弱くなる。ビールやアルコール飲

料等は食欲増進効果はありますが、アルコー
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ルは利尿効果もあります。コーヒーなども同

様、 水分を取っているようでも意外と吸収

されていないと思われます。総合のビタミン

剤はバランスよくとるには有効です。 

 

③ 眠りは良い 1日のしめくくり 

入浴後は１時間程度たって寝るのがベスト。

手軽にできるストレッチを寝る前に行うと運

動習慣のない方にも有効です。不規則な睡眠、

不十分な睡眠は生活習慣病やメンタル不調に

影響することもあります。眠剤等は必要時に

利用することは良いと思いますが。朝の目覚

めや日中の眠気等の確認が必要だと思います。 

 

健康のカギは夏にあるといわれています。十分

ご注意されて元気に例会にご出席いただきますよ

うお願いして、挨拶とさせて頂きます。 

 
幹事報告 

田中正明幹事 

 地区研修協議会の報告

書をご参加頂いた方に

お配りさせていただき

ました。 

 明日、明後日と天王祭

が開催されます。運営

に関わっている皆様方には暑い中、ごくろう

さまです。お天気も良いようですので暑さ対

策にご留意ください。 

 24 日(日)、朝祭会場におきまして「第 16 回

天王子ども塾第 2 部」が開催されます。メイ

クアップ対象です。 

 7月 26日(火)、午後 4時から東高校ＩＡＣ例

会が開催されます。メイクアップ対象になり

ますのでご参加ください。 

 7月 28日(木)、ロータリーゴルフが桑名カン

トリークラブで開催されます。 

 本日、地区の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、21日(木)に開催されました地区内危機

管理研修会について、鈴木吉男ロータリー情

報委員長よりのちほど報告いただきます。 

 本日、第 2 回役員・理事・委員長会議を行い

ます。該当の方はご出席をお願いいたします。 

 会員名簿の訂正があります。宇佐美三郎さん

の会社所在地「中村区名駅南」の「南」が抜

けております。また、郵便番号「450-0003」

の最後の「3」が抜けております。お手数です

が、追記をお願いいたします。 

 津島商工会議所さんによる「第二創業という

選択肢」セミナーが、8月 26日から全 6回に

わたり開催されます。ご興味のある方はご参

加ください。 

 

ニコボックス報告 第 3069回分 

伊藤哲朗ニコボックス委員長 

加藤憲治君（あまＲＣ） 浅

井年度初めておじゃましまし

た。ガンバッテください！ 

浅井彦治会長、加藤則之副会

長、田中正明幹事 ①明日は

天王祭です。役員の方々ご苦

労様です。無事晴れますよう

に、天王祭が盛大に行われま

すように！ ②あまＲＣの加

藤憲治さんをお迎えして。③ウ

ィークリーに写真が載りまし

た。 

古川弘一君 本日卓話を担当

します。 

後藤亨君 ①暑い中お体を大

切に!! ②天王祭が盛大に行われますように。 

鈴木吉男君 津島天王祭及びプレイベント、私の

怨念が通り、天気がよく実行されそうです。あり

がたいことです。 

浅井賢次君 ①山田勝弘君にご無理を言い、お世

話になっております。②古川君の久し振りの卓話、

楽しみにしております。③津島天王祭が盛大に行

われますよう。関係者の皆様ご苦労様です。 

服部貴君 マライアがやっと帰国してくれました。

１年間は本当に長かったです！ 

滝川林一君 ①久し振りに加藤憲治さんをお迎え

して。②ウィークリーに家族共々写真が載りまし

て。 

服部則仁君 浅井会長にコミュニティＦＭに出て

いただきました。23日から 7月末まで『あまつし

まおんざたいむ』という番組です。ありがとうご

ざいます。 

伊藤幸蔵君 かけつけ 1,000 円。 

加藤隆朗君 今日もよろしく!! 

伊藤哲朗君 ミャンマーから無事に帰還しました。

現地 1,100 人、日本から 500 人参加して 10,000

本の植樹ができました。 

伊藤幸蔵君、伊藤哲朗君、伊藤祥文君、宇佐美三

郎君、岡本康義君、児玉昭君、小林啓子君、佐藤

敬治君、篠田廣君、杦田勝彦君、住田正幸君、寺

島淳一君、寺田晏章君、長田一郎君、中村陽介君、

野々山勝也君、服部貴君、幅辰雄君、松崎安孝君、

水野憲雄君、三谷栄一君、八谷潤一君、山田章博

君、山田勝弘君、山田公男君、山本達彦君、余郷

利彦君 天王祭が盛大に行われますように。 

生田達一君、佐藤敬治君、加藤隆朗君 ウィーク

リーに写真が載りました。 

余郷利彦君、高木輝和君、稲垣宏高君、中野義光

君 その他。 

事務局 佐藤和絵 松崎先生にお世話になってい

ます。ありがとうございます。 
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卓 話 

卓話担当：古川弘一君 

演  題：「津島ロータリーの年輪」 

 

 日頃より私の抱いているロ

ータリーの精神は、奉仕に始

まる「調和」です。 

 今日のロータリークラブは

昔と違いまして、例会がとっ

ても楽しい集いとなっており

ます。それは親睦の場であり、論議の場ではあり

ません。会長は形式上、クラブの代表者であり、

理事会、協議会、例会の議長の他、各種委員会の

委員を兼ねますが、クラブの管理については理事

会の多数決に委ねられております。ロータリーは

倫理を実践する場なのです。活動の成果はその時

代の役員の指導の結果として永遠に残ります。ロ

ータリーの伝統として、役員の任期が原則 1 年で

あることにも配慮が秘められているのです。 

 津島ロータリークラブは 1953年 6月 5日設立さ

れました。アメリカのＲＩ本部に加盟申請を出し、

同年 6月 22日に承認されたわけですが、当時、ス

ポンサーの一宮ロータリークラブの安野譲次氏の

お骨折りは一方ならないと聞いております。愛知

県では名古屋、豊橋、岡崎、一宮、半田に続き 6

番目の加盟が津島ロータリークラブでした。平成

27 年には、その数は地区内 84 になっております

(2015年 6月末で奥三河ＲＣ終結のため現在 83)。 

 私の入会は 1970 年ですが、その 1年前 1969年

にはわがクラブがスポンサーとして、あまロータ

リークラブが創立しました。 

 1976年には津村節子氏、笹沢佐保氏、岡部冬彦

氏をお招きして市民の皆様の文化向上に務め、大

変お喜びいただきました。文化講演会の際には、

先生方に津島を知っていただくため、津島神社ほ

か、円空地蔵をご案内し、名古屋の西にも素晴ら

しい町のあることを知っていただきました。 

 また、地区の要請により、インターアクトクラ

ブの設立のため 1975 年より実際に活動されてい

るクラブへ勉強に行ってまいりました。そして、

1981年に旧津島女子高校、現在の清林館高校にイ

ンターアクトクラブを設立いたしました。当時、6

年の年月がかかりました。同 1981年には台湾の淡

水ロータリークラブと姉妹提携し、今日まで友好

を深めてまいりました。現在は淡水ロータリーク

ラブより継承し台北滬尾ロータリークラブと提携

しております。 

 1983年には創立 30周年を迎え、ホテルナゴヤキ

ャッスルにて山田忠右ヱ門実行委員長の下、記念

式典を開催いたしました。その記念事業としまし

て、津島市へロータリー文庫の寄贈、日本ボーイス

カウトへはテント等の育成資金寄付を行いました。 

 1989 年の第 276 地区(現在の 2760 地区)の大会

は、津島ロータリーがホストを担当し、あまロー

タリーの協力を得て、長島花水木で開催いたしま

した。この大会にはＲＩ会長代理に千宗室氏をお

迎えしました。 

 1993 年には創立 40 周年記念式典を名鉄グラン

ドホテルで開催しました。その記念事業として拡

張工事を行った天王川公園屋外ステージは、現在

も各行事に使われております。当時の地区ガバナ

ーは神戸さん、西尾張分区代理(現在のガバナー補

佐)は山本鐡彦さんでした。 

 創立 50周年は江上弘実行委員長の下に、会長と

して矢田さんが付かれ、記念講演に作家城山三郎

氏をお迎えしました。記念式典はナゴヤキャッス

ルにて盛大に執り行われました。 

 最後に 30 周年の際に津島ロータリークラブの

歌ができましたのでご紹介します。 

  

 僕たちは愛する       作詞 安藤 亮 

               作曲 関谷徳久 

一、僕たちは愛する 星と花 

  澄んだ川を 木曽川を 

  僕たちは愛する 陽を風を 

  澄んだ空を 尾張野（おわりの）を 

  おお ロータリー 深い愛と 

  今にこそ生きる 

  僕たちは愛する 町を祭りを 

  社（やしろ）の森を ざわめきを 

二、僕たちは愛する 花の名を 

  いまだれかが 風にきく 

  僕たちは愛する 追憶（おもいで）を 

  とおくあおぐ 多度山脈（やま）を 

  出発（たびだち）のように 

  僕たちは愛する 湧きあがる雲 

  木曽の堤を かぎりなく 

 

 永遠に僕たちが愛するロータリーであってほし

いと思っております。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加藤則之副会長 

ソングリーダーの

山田章博君 

通算 20年出席 100％

表彰の伊藤哲朗君と

浅井彦治会長 
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青少年奉仕委員会 

■第 16回天王子ども塾第 2部 

 7月 24日(日)、「第 16回天王子ども塾第 2部」

が開催され、8：30 に「わざ・語り・伝承の館」

に集合した 45人の小学生が、ボランティアの大学

生とともにグループごとに天王祭の朝祭を見に出

かけました。今回は“フォトテーリング”という

方法で、資料(説明と問題)で学習しながら、実際

の祭や津島神社等の実物で確認をしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①伝承の館 → 御旅所へ 

②「楓一千本」の記念碑  

③朝祭の見学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④津島神社楼門 

（大いちょう）見学 

 

⑤津島神社反り橋 

 

 

⑥津島神社南門 

 → 伝承の館へ 

 

伝承の館へ戻ってから 12

時までの 1時間半ほど、学

習のまとめや、フォトテー

リングの答え合わせ等を

行い、無事終了しました。

 

鈴木吉男ロータ

リー情報委員長 

Ｓ.Ａ.Ａ.がニコと談笑 

 うー、腹 

いっぱい 

フォトテーリングの前に浅井厚視南小

校長先生の話を聞く子ども達 

中村陽介君、

伊藤哲朗君、

大河内勝彦君

が受付です 

長田一郎君、

田中正明君も

加わって出席

証拠写真。こ

れでメークは

バッチシ！ 
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青少年交換だより 

帰国後の 7月 23日、青

少年交換派遣学生の中西

里緒さんから、最後のマ

ンスリーレポートが届きました。 

 

こんにちは、中西里緒です。提出が

ものすごく遅くなってしまい申し訳ありません！ 

ですが、最後の回ということで送らせていただき

ました。 

ついに最終回になりました。１年前初めてマンス

リーレポートを書き始めてからもう 11 回も書い

ていたなんて信じられません！ 振り返って読み

直すと、何度か日記のように綴ってあるマンスリ

ーレポートもあり、あんな内容で良かったのか心

配になりましたがもう最終回なんですね！ 

１か月を振り返り、その１か月に対して向き合い

見つめ直すということを、留学を始めるまでした

かったことがなかったので、すごく新鮮で楽しか

ったです。私はあまり文章を書くことが得意では

なかったので最初はドキドキしていましたが、今

ではすごく楽しい月末の作業になりました。 

6 月 3 日からアメリカで夏休みに入り、夏休みの

生活は日本にいる時とそんなに変わらず私は毎日

グダグダ食っちゃ寝生活をしていました。 

しかし、6 月 18 日から Philadelphia に行きその

まま 2 週間 West Coast Trip に行った後、2 日後

には日本に帰るという詰め詰めのスケジュールの

ため、18日までにすべての荷物をまとめなければ

いけなかったのですが、部屋を片付けても片づけ

てもなかなか荷物が減らず結局 23 キロ制限ぎり

ぎりの 3 つのスーツケースに 4 つのエキストラボ

ックスとゴルフバッグを持って帰ることになりま

した(笑)。箱 1 つの荷物を送る送料だけで 2 万円

かかるので大変なことになってしまいました！💦 

6 月 6 日にはブラッドフォードロータリークラブ

でプレゼンテーションをしてきました。１年間の

振り返りと、私の今後のプランについてのプレゼ

ンをしてきたのですが、ロータリーの皆さんは親

身に聞いてくださるので話しやすく、緊張しすぎ

ることもなくいい緊張感の中で行うことができま

した。そして、次の週の 13日は私にとっての最後

のロータリーミーティングになりました。 

私は学校のランチタイムとロータリーの例会の時

間が一緒だったため、毎週お邪魔させていただい

ていたので、もう例会でロータリアンの方々とお

話しすることがないと思うとすごく寂しいです。

なので、私は皆さんに日本からのお土産と折り紙

で作ったバラをプレゼントしました。また、ロー

タリアンの皆さんと写真を撮ろうと思っていたの

ですが、すっかり忘れていたため皆さんに写真を

シェアすることはできませんが、本当に素敵なロ

ータリークラブでした。 

写真はプレゼンし

た時と、バナー交

換をした時のもの

です。バナー交換

をした日に会長さ

んがお休みされた

ため副会長さんと

撮りました。また、この出来事

は地域の新聞にも載せていた

だきました。 

ブラッドフォードを出る 3 日前には友達のお家の

夜のプールパーティーに行って、夜１時まで騒い

だり、2 日前にはこの 1 年間たくさんのところに

連れて行ってくださりお世話になった日本人家族

のお家に行き、ディナーをごちそうになりました。 

ブラッドフォードに来た頃は名古屋と環境が違い、

アメリカはどこもニューヨークのように栄えてい

ると思っていたのに買い物をするところがなく、

山の中で家から 1 人でどこかに歩いていくことも

できず、カフェをする場所もなくちょっとショッ

クでしたが、住んでいるうちに落ち着いたこの町

が好きになっていきました。日本ではできないよ

うなことや見ることのできないものをたくさん見

て体験することができていい経験にもなり、私の

大切な思い出の一部になりました。今ではブラッ

ドフォードは私の第二の故郷になりました。みん

なにいつでも帰ってきていいよと言ってもらえた

のでぜひまた帰れる日が来ることを願っています。 

そして、荷物をまとめ Philadelphia旅行に 3泊 4

日で行ってきました。私と同じ地区の日本人派遣

生の第一ホストファミリーにお世話になりました。

ホストファミリーは日本のことが好きで、私に会

ってみたいということだったので、旅行に一緒に

行かせていただける機会をもらえました。その方

のお家からPhiladelphiaまでは車で6時間かかり

ました。日本にいたころは 30分車に乗るだけで酔

っていたのに長距離移動にも慣れ 6 時間の間はみ

んなとおしゃべりをしたり本を読んだりマンスリ

ーレポートを書いたりとのんびりと過ごしていま

した。 Philadelphia

には歴史があり、アメ

リカの独立に力を入

れていた町でもある

ため、独立に関する歴

史を学ぶことができ

ました。 

Philadelphiaから帰ってきてからは 2日間準備の

日があったので、もう 1 人の日本人留学生の第二

ホストファミリーのお家に泊めさせてもらい、西

海岸旅行への準備をしていました。 

そして、出発の前日にはお世話になっていた留学

生のスポンサーロータリークラブの例会にお邪魔

してバナー交換をさせていただきました。そして、

西海岸旅行に 14日間行かせていただきました。 
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次回例会 

 第 3071 回 ’16 年 8 月 5 日（金） 

≪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 相羽あつ子君 

講  師：地区会員増強委員会委員 

      松林信吾君（半田南ＲＣ） 

演  題：「会員増強とクラブの多様化」 

お知らせ 

■8月 19日(金)の卓話は、青少年交換派遣生

の中西里緒さん帰国報告に変更し、津島東

高校ＩＡＣの活動報告は、8 月 26 日(金）

に行います。 

西海岸ではグランドキャニオンから始まりラスベ

ガス、カリフォルニア、ハリウッド、ディズニー

ランド、ユニバーサルスタジオ、サンフランシス

コなどの有名なところをバス移動しながら観光し

たり、みんなとの仲を深めたり、みんなの国や文

化を学んだり、伝えたりすることができとても有

意義な時間を過ごすことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

私はこの旅行で 47 人

と出会い、21 か国の

ことを学び、16 言語

をシェアすることが

できました。留学生同

士だとお互いの国の

違いや習慣の違いな

どを話し合えるので、すごくたくさんのことが学

べて文化の違いを知るいい機会になりました。2

週間だけの短い時間でしたがみんなと仲良くなれ

て、いろんな話ができて修学旅行のような留学の

締めくくりの旅ですごく楽しかったです！ 

そして、7月 6日の夜 11時にカウンセラーさんが

迎えに来てくださり、お家には朝の 3 時につきま

した。そして 2 日間友達の家に行ったり、荷物の

詰め直しをして 7 月 9日の朝 2 時に町を出て、お

昼の 12時にアメリカを飛び立ちました！ 

別れの時はカウンセラーさんが来てくださってい

て最後の最後までお手伝いをしてくださいました。

そして、別れ際には泣きながら帰りたくないとわ

めいている私にハグをしてくださり、またすぐ家

に帰っておいでと言ってくれました。１年間私の

お世話をしてくださっていた

カウンセラーさんには感謝の

気持ちでいっぱいで、もっと

涙が出てきてしまいました！ 

それから 16時間のフライトを

経て日本に帰ってきました。 

2 年間準備期間の頃からいろ

いろとお世話をしてくださり、

助けてくださりありがとうご

ざいました。 

皆様の温かい心に何度もほっ

こりとさせられ、自分も頑張ろ

うと思うことができました。 

将来ぜひ私も皆様と一緒に留

学生の援助などをできるよう

な立派な人になりたいです!! 

 
 

 

 

 7 月 28 日(木)、今年度初のゴルフ会には 16 人

が参加して桑名ＣＣにて開催されました。優勝は     

高木輝和君でした。皆さん、1 年間がんばりまし

ょう。次回は 8月 25日(木)の予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 高木輝和 46 43 89 20 69 

2 位 幅 辰雄 42 43 85 14 71 

3 位 山本達彦 39 44 83 12 71 

 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

名古屋南 RC 8/3 水 名古屋観光ホテル 

名古屋名駅 RC 8/3 水 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

名古屋大須 RC 8/4 木 名古屋東急ホテル 

名古屋丸の内 RC 8/4 木 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 

尾張中央 RC 8/10 水 名鉄グランドホテル 

あま RC 8/22 月 名鉄グランドホテル 

名古屋名南 RC 8/23 火 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ(夜） 

名古屋南 RC 8/24 水 名古屋観光ホテル 

尾西 RC 8/29 月 尾西信用金庫本店 

名古屋ｱｲﾘｽ RC 8/31 水 ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 
 

8月のメニュー 

8月 5日(金)  天丼、刺身 

8月 12日(金) 割子弁当 

8月 19日(金) ちらし寿司  

8月 26日(金) すき焼き定食 


