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本日の行事予定 (2016 年 10 月 14 日) 

第 3080 回例会 

≪経済と地域社会の発展月間・米山月間≫ 

卓話担当：米山奨学委員長 宇佐美三郎君 

講  師：地区米山奨学委員長 

      金田英和君(名古屋東山ＲＣ) 

演  題：「米山記念奨学事業について」 

 
第 3079 回 ’16 年 10 月 7 日（金）晴れ 

卓話担当：社会奉仕委員長 八谷潤一君 

講  師：津島ガイドボランティア 

会長 大橋忠彦氏 

会長補佐 岩崎勝明氏 

演  題：「津島ガイドボランティア活動に 

ついて」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー  片岡鉄君 
ゲ ス ト 津島市立図書館館長 飯谷貞次氏 

愛西市中央図書館長 鈴木一代氏 
会 員 総 数  67名    9月 9日例会分訂正 
出席免除会員  22名    欠 席 会 員    15名 
本日出席会員  51名    MAKEUP会 員    10名 
本日の出席率 76.12％   訂 正出席 率   100％ 
超 過 出 席 相羽あつ子君、浅井彦治君、後藤
亨君、堀田力男君、飯村理君、猪飼充利君、伊藤
基君、伊藤哲朗君、加藤則之君、加藤隆朗君、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、山田勝弘君(第 4回役員・理事・委員
長会議)、浅井彦治君(地区審議会)、田中正明君寺
田晏章君、山田公男君(第 18 回津島東高校ＩＡＣ
例会)、田中正明君(地区青少年サミット) 

 
会長挨拶 

浅井彦治会長 

今月は「経済と地域社会の発展・米山月間」で

すので少し社会奉仕についてお話しいたします。 

ロータリーは地域社会に対する多様な社会奉仕

活動をしています。その内容はロータリーの哲学

的な思想からなっています。その歴史は 1992年の

規定審議会で「ロータリーの社会奉仕とはロータ

リアンひとりひとりの個人生活、事業生活、社会

生活に奉仕の理想を適用することを奨励、育成す

ることである。地域に住む人々の生活の質を高め、

公共のために奉仕することは、すべてのロータリ

アン個人にとっても、またロータリークラブにと

っても献身に値し社会的責務である」 

古くは 1923 年の国際大

会で採択された声明でいわ

ゆる『決議 23-34』になり

ます。内容は 1992年の内容

と同じですが、ロータリー

の社会奉仕活動の方針を明

確に表しています。 

「根本問題として、ロータ

リーは、自己のために利益を得ようとする欲望と、

他人に奉仕しようとする義務感と、それに伴う衝

動との間に常に起きる争いを和解させようとする

人生哲学である」ということです。 

社会奉仕の事例は、人間尊重の社会的弱者への

支援の他、多岐に亘っています。他にも地域発展、

環境保全、協同奉仕になると思われますが、基本

的には自分の生業や団体での活動や役職等の参加

等から奉仕活動を行うことが、ロータリーの奉仕

活動の基本だと思います。 

Ｍy Ｒotary で世界各地の取り組みが行われて

いるのを見るのも良いと思いますし、外国に出か

けられて現地のロータリークラブを訪問されるの

も、親睦から新たな奉仕活動のきっかけになると

思います。 

 本年は 11月に「縁側茶会」を津島神社地区で行

います。一般の方々におよび掛けもしながら、古

来より生活に親しんできたこの地区の文化を紐解

いてみたいと思っています。また一昨年からスタ

ートした津島東高等学校のインターアクトクラブ

のメンバーや、その高校生の協力参加を得て多く

の方に経験いただきながらこの地区の魅力を再確

認していただきたいと思います。それにより文化

活動で心豊かな人が育っていくことを祈っており

ます。 
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幹事報告 

田中正明幹事 

 本日、津島市立図書館・

愛西市中央図書館への

図書贈呈式を行います。 

 本日、例会終了後に役

員・理事・委員長会議を

開催いたします。該当の

役員・理事・委員長の皆様には、ご出席いただ

きますようお願いいたします。 

 『ロータリーの友』10 月号をお配りいたしま

した。 

 15～16 年度、ライラセミナーの報告書を回覧

させていただいております。 

 『ガバナー月信』と『ザ・ロータリアン』の

10月号を回覧させていただいております。 

 ＷＦＦのチケットとチラシをお配りさせてい

ただきます。もし、不要ということであれば事

務局の方へお戻しいただきますようお願い申

し上げます。 

 先日のガバナー公式訪問の集合写真が出来上

がってまいりましたので、お配りさせていただ

きました。 

 昨年秋に鬼怒川水害見舞を送金しましたが、そ

の報告書が届きましたので回覧しております。 

 2003－04 年度米山奨学生で初代米山親善大使

の尤銘煌（ユウ・ミン・ホアン）さんが、先日名古

屋へおいでになり、話題になったアフリカ・ベ

ナンの留学生等のエッセイを送ってください

ましたので、回覧しております。 

 今月のロータリーレートは１ドル\102 でござ

います。 

 
ニコボックス報告 第 3079回分 

伊藤哲朗ニコボックス委員長 

浅井彦治会長、加藤則之副

会長、田中正明幹事 ①大

橋さんと、岩崎さんをお迎

えして。②飯谷津島市立図

書館長と鈴木愛西市中央図

書館長をお迎えして。 

浅井彦治君 10月 9日の日

薬大会にて愛知県代表で日本薬剤師会功労賞をい

ただくことになりました。 

浅井彦治君、猪飼充利君、伊藤幸蔵君、伊藤誠君、

伊藤祥文君、野々山勝也君、前田昭生君、三谷栄

一君、八谷潤一君、余郷利彦君 大橋さんと岩崎

さんをお迎えして。 

八谷潤一君 本日の卓話、よろしくお願いします。 

浅井彦治君、生田達一君、伊藤哲朗君、河西あつ

子君、坂井裕君、杦田勝彦君、中村陽介君、山田

章博君、山本達彦君 大隅良典栄誉教授のノーベ

ル医学・生理学賞受賞を祝して。 

加藤泰一郎君 今日は満 78 歳になりました。後期

高齢者を大切に！ 

浅井賢次君 ①「市政のひろば」で松崎院長のコ

ラムを読ませていただき、健康寿命について納得

しました。今後ともよろしくお願いします。②朝

から楽しく市老人クラブのグランドゴルフに参加

し汗を流してきました。③写真がウィークリーに

載りました。 

篠田廣君 本日、岩崎さんをお招きして。 

鈴木吉男君 津島の観光のために家庭を捨てた大

橋会長と、心臓病をおして津島の観光に尽力され

ている岩崎さんをお迎えして。 

寺田晏章君 後藤亨先生のソックリさんがノーベ

ル賞を受賞しました。とりあえずおめでとう。 

高木輝和君 ①ガバナー公式訪問例会を欠席しま

した。②久しぶりに例会に出ます。ＭＵＦＧ中村

さんにお世話になります。 

山田公男君 ハリルジャパン、辛勝おめでとう。 

相羽あつ子君 縁側茶会で行われる「伊六万歳」

が、10月 9日（日）に瑞泉寺でも行われます。皆

様興味のある方はどうぞ。 

伊藤哲朗君 家内と台湾旅行に行ってきました。

再び緊密(or険悪?)な関係になりました。 

幅辰雄君 篠田先生にお世話になりました。 

寺島淳一君 当社社員が伊藤哲朗さんにお世話に

なりました。ありがとう～!! 

山田勝弘君 哲朗さんのところで大変結構な品物

が当たりました。娘が大変喜んでいました。あり

がとうございました。 

山田公男君 ウィークリーに写真が載りました。 

中野義光君、松崎安孝君、河西あつ子君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：社会奉仕委員長 八谷潤一君 

講  師：津島ガイドボランティア 

会長 大橋忠彦氏 

会長補佐 岩崎勝明氏 

演  題：「津島ガイドボランティア活動に 

ついて」 

 

 

 

 

 

 

 

 

【津島ガイドボランティアの概要】 

１）設立 

  平成 14(2020)年 10月 

  設立時は市民団体の天王文化塾メンバーを主

体にして、津島に興味のある人々により設立

された。設立以前にも文化塾により津島の郷

土史に関する諸本を出版していた。 
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２）構成 

  男性 27 名、女性 15 名の計 42 名、年齢は 87

歳～18歳。今春コンシェルジュ養成講座修了

者が多数入会し、一気に平均年齢が下がった。 

３）運営 

  組織：会長、補佐、広報、庶務、会計を置い

ている独立組織である。 

４）活動資金 

  会費 1,000 円／年を徴収。さらに諸団体（文

化塾、ＮＰＯ、観光協会、神社等）よりの礼

金を活動資金としている。 

５）活動内容 

A) 津島を訪れた人々に対し津島の見どころ、

歴史などを現地に案内して説明している。

一般的な案内。 

B) 市内の小学生（主に 3年、6年）を対象に

自分の住んでいる津島とはどんな町か、ど

んな歴史、祭があるのか、小学校に出向い

て説明し、さらにその場所に案内して解説

を行っている。 

C) 地域社会に対しては意外に知られていな

い色々なスポットを案内、解説をしている。 

D) 図書館とタイアップしてテーマ（廃寺巡り、

十王堂巡り、碑巡り、各学区巡り等）を設

け市民講座を行っている。 

E) 諸団体（市役所、ＮＰＯ、観光協会、神社

等）よりの依頼。例：藤まつり、町遊び、

天王祭での神社レプリカ解説 

６）課題 

  従来より高齢化、名ばかり会員もいて活動で

きる会員が少なく、この問題は残ってはいる

が新会員の能力向上が急がれる。 

 

【平成 27年度ガイド実績】 

 ガイド派遣数は延べ 248 人でした。 

 

 

 

 

 

 

 

【過去 9年間の案内人数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
社会奉仕委員会 

 八谷潤一委員長 

津島市立図書館飯

谷貞次館長と、愛西

市中央図書館長鈴

木一代館長をお招

きして、浅井会長よ

り古書・版画等の目

録を贈呈しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コース 件数 延べ人数 

Ａ ２５ 515  

Ｂ ５ 310  

Ｃ ５ 790  

Ｄ ４ 130  

Ｅ １６ 7,200  
 

年度 件数 延べ人数 その他 

１９ ２１ 2,800   

２０ ３２ 2,610   

２１ ５０ 8,121  名鉄含む 

２２ ５６ 9,187    〃 

２３ ４２ 5,516    〃 

２４ ６２ 7,894    〃 

２５ ５４ 13,394    〃 

２６ ５５ 6,470  名鉄含まず 

２７ ５３ 8,933    〃 

 

津島市立図書館へは山本綱友の彩色版画 

『津島祭礼宵祭図』（額入り、44.5×34㎝) 

愛西市中央図書館に

は古書等 9 点と、そ

れに関わる封筒等を

贈呈。 

←『紀元二千六百年

愛知県農事事業

実行組合農業報

国大会記念誌』 

↑『宗門送り一札』 

←記念誌の中にある 

『地力増産いろは小唄』

(坪井清直作） 

い  いつもゆたかな 

稔りの秋は 

土を肥せしむくゐなり 

大橋忠彦会長と

岩崎勝明補佐 
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次回例会 

 第 3081 回 ’16 年 10 月 21 日（金） 

卓話担当：児玉昭君 

講  師：元ＣＢＣ高山開発㈱常務取締役 

      佐藤英夫氏 

演  題：「新聞のコラムから」 

 

 お知らせ 
■ＷＦＦ(ワールドフード＋ふれ愛フェスタ） 
 と き：10月 22、23日（10時～17時） 
 ところ：名古屋・栄久屋大通公園 
 
■休会 
 10月 28日（金）定款 6-1 
 
■津島東高校ＩＡＣ例会 
 と き：10月 28日（金）16：00 
 ところ：津島東高校北館 2中教室 
 
■地区補助金事業（第 3082 回例会） 
 と き：11月 3日（木・祝） 
 ところ：津島神社参集所・堀田家住宅 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
誕生日祝福（10月） 

山田勝弘親睦活動委員長 

野々山勝也君（12日） 

小林 啓子君（19日） 

加藤泰一郎君（24日） 

寺島 淳一君（25日） 

 

夫人 

猪飼充利夫人(10日) 

宇佐美三郎夫人(20日)   八谷潤一夫人(26日) 

 

結婚記念日祝福 

前田昭生君（ 7日）  八谷潤一君（ 8日） 

後藤 亨君（10日）  加藤泰一郎君（10日） 

寺島淳一君（10日）  中野義光君（12日） 

高木輝和君（16日）  宅見康悦君（18日） 

児玉 昭君（19日）  山田勝弘君（23日） 

稲垣宏高君（25日）  後藤 務君（27日） 

山本達彦君（30日）  杦田勝彦君(31日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 晴天続きの秋真っ盛り、10 月 13 日(木)の桑名

ＣＣでのゴルフ会には 11人が参加しました。今回

は伊藤幸蔵君が優勝!! 

次回は11月17日(木)涼仙ＣＣで開催予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜引札＞『愛知県海西郡川治村』

(三輪精牛社) 

←『地租改正地価取調

帳』と大河内竹次郎

宛封筒(明治 25年) 

 

木曽川改修工

事沿革(戦前) 

加藤則之副会長 

本日のメニュー 

鈴木吉男Ｒ情報委員長 

 ロータリー

とオリンピ

ックの関係

が『友』に載

ってます。 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 伊藤幸蔵 49 50 99 22 77 

2 位 篠田 廣 40 43 83 5 78 

3 位 三谷栄一 49 48 97 17 80 

 


