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本日の行事予定 (2017 年 6 月 9 日) 

第 3109 回例会 

卓話担当：国際奉仕委員長 寺島淳一君 

講  師：地区国際奉仕委員長 

  鈴木宏司君（半田南ＲＣ） 

演  題：「地区国際奉仕委員会活動報告と 

          今後のあり方について」 

 
先回の記録 

第 3108 回 ’17 年 6 月 2 日（金）晴れ 

卓話担当：滝川林一君 

演  題：「旅、いろいろ」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー  山田章博君 
会 員 総 数  67名   5月 12日例会分訂正 
出席免除会員  22名    欠 席 会 員    14名 
本日出席会員  57名    MAKEUP会 員    14名 
本日の出席率  85.07％  訂 正出席 率   100％ 
超 過 出 席 浅井彦治君、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、三谷栄一君、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、八谷潤一君（第 15回役員・理事・
委員長会議）、相羽あつ子君、飯村理君、猪飼充
利君、杦田勝彦君、安江正博君、伊藤哲朗君、宇
佐美三郎君、横井知代君、加藤隆朗君、吉田康裕
君、佐藤敬治君、山田勝弘君、寺島淳一君、住田
正幸君、八谷潤一君、幅辰雄君、野々山勝也君（第
3 回次年度役員・理事・委員長会議）、相羽あつ
子君（第 2回地区内クラブ青少年奉仕委員長会議） 

 
会長挨拶 

浅井彦治会長 

いよいよ本年度最終月に

なりました。今月は「ロータ

リー親睦活動月間」でありま

す。戦前のロータリーの親睦

活動は今日とは桁違いな武

勇伝があったそうです。大阪

クラブの創立当時の話です

が、大会社の社長は平均給与の 200～300人分の所

得があった時代ですので、１週間豪華船を貸し切

った催しを自腹で行ったこともあったそうです。

現在は会社の役員の所得は桁違いに少なくなって

いますので、豪華船が釣り船になるということで

しょうか。 

創立当時は毎週 1 回の会合を時間厳守で開き、

噓をつかないこと、隣人愛に満ちた仕事をした人

が最も恵まれること等が会の発足の主旨だったよ

うです。集まった会員からロータリーという会が

よくわからないという声もあったようですが、何

かよくわからないままに創立されたそうです。そ

んな中、会の雰囲気をよくするためにお互いをニ

ックネームで呼び合うことをしたそうですが、ど

うも定着しなかったようです。 

ＲＩ理事会は 1993 年 10 月に世界親睦活動と国

際職業連絡グループを統合して、趣味・職業別親

睦活動という名前のプロジェクトにしました。世

界親睦活動とはレクリエーションや共通の関心を

持つロータリアンが世界的な親睦グループを作っ

て交友を図るアマチュア無線家等が活発に活動し

ているとのことです。国際職業連絡グループは共

通の専門職についているロータリアングループで、

同様に国際奉仕に属します。この委員会は会員理

解を深め、世界的な親睦グループへの参加を奨励

することです。2002年 1月 1日からロータリー親

睦活動と改名され 2005年 6月から趣味・職業別親

睦活動と奉仕を目的にする行動グループを分けて、

ＲＩのプログロムである世界ネットワーク活動グ

ループに属することになりました。 

現在ロータリー親睦活動グループはＲＩとは独

立して運営され独自の規定で運営されています。

そのメンバーになれるのはロータリアンとその家

族、財団プログラム参加者または元参加者と門戸

は広いようです。ポール・ハリスのロータリーの

精神は「親睦」と「奉仕」です。そして、その運

営精神は「寛容」です。ロータリー内の趣味の会

もメンバーの賛同があれば、寛容の精神で柔軟に

取り組まれるとよいように思います。 
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幹事報告 

田中正明幹事 

 本日、例会終了後、理

事会を開催いたしま

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

ようよろしくお願い

申し上げます。 

 本日、午後 6 時より朝日寿しに於いて、津島

ＲＣ創立 65 周年実行委員会が開催されます。

該当の皆様にはご出席いただきますようよろ

しくお願い申し上げます。 

 本日、『ロータリーの友』6 月号をお配りさ

せていただきました。尚、横書き 26ページに

今年度地区補助金事業の縁側茶会で行ったポ

リオ募金の記事が掲載されております。また、

『ガバナー月信』6 月号も回覧させていただ

いております。 

 6月 23日(金)に社会奉仕委員会がペットボト

ルのキャップを彩雲館に届けますので、それ

までにお手数ですが溜まったキャップを事務

局までお届けくださいますようお願いいたし

ます。 

 同じく 6月 23日(金)の例会終了後、ロータリ

ー情報委員会による新入会員セミナーが開催

されます。出席義務者の方は必ずご出席いた

だきますようよろしくお願い申し上げます。

尚、ご案内は義務者の方のみ本日お配りさせ

ていただいております。ちなみに会場は津島

商工会議所 2Fの役員室です。 

 
ニコボックス報告 第 3108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滝川さん、卓

話よろしくお願いします。②み

なさん元気にご出席いただき

ありがとうございます。 

浅井彦治会長 津島市社会福

祉協議会会長に選任されまし

た。 

田中正明君 ①先日のパスト

会長会議おつかれさまでした。②ロータリーバッ

ジを忘れました。 

滝川林一君 本日卓話を担当します。 

後藤務君 ①会社（グループ全体）の役員会が無

事終了しました。②遅れました。家の孫娘の楽々

（ララ）のカレンダーを貼っていただきまして、

ありがとう。 

矢田潔君、鶴見治貞君 余郷さんに立派な会社記

念誌をいただきました。 

浅井賢次君 ①先週、余郷さんにとんでもない楽

しい旅行の話を聞かせていただきました。②Ｇ７

会場イタリア「タオルミナ」の遺跡、高木さん、

三谷さん達に連れて行ってもらったことを想い出

しました。またどこかへよろしく。 

余郷利彦君 庄司さん、佐藤さん、ありがとうご

ざいました。 

中村陽介君 お誕生日のお祝いありがとうござい

ます。私、時の記念日の生まれで、鉄腕稲尾と同

じ誕生日です。 

前田昭生君 私共の事務所では今日、道後温泉（慰

安旅行）へ出かけました。腰の痛い私は一人留守

番をしております。 

伊藤祥文君 一週遅れですが、家族会欠席しまし

て申し訳ありません。 

古川弘一君 さわやかな一日ですね！ 

相羽あつ子君 お久しぶりです。皆さん、お元気

ですか？ 

宇佐美三郎君 これから暑さが厳しくなります。

皆様お身体大切にしてください。 

生田達一君、伊藤幸蔵君、後藤亨君、杦田勝彦君、

水野憲雄君、山田章博君、山田勝弘君、山田公男

君、山本達彦君 なんでもない日、バンザイ！ 

余郷利彦君、幅辰雄君、高木輝和君 ウィークリ

ーに写真が載りました。 

寺島淳一君 ウィークリーに唄っている姿の写真

がのってしまいました。また来月やるね!! 

稲垣宏高君、片岡鉄君 その他。 

佐藤敬治君、猪飼充利君 先日、少々早めでした

が、浅井会長、田中幹事に同行願い、津島市長、

愛西市長に次年度の挨拶に行ってまいりました。

また、杦田次年度社会奉仕委員長がロータリー財

団補助金事業の茶会、本の発刊についてお話をさ

せていただきました。 

佐藤敬治君 先日、ボルボカー・ジャパン主催のゴ

ルフコンペに行ってまいりました。1年ぶりのゴ

ルフでしたが、80名程の参加者で、なんと優勝し

てしまい、景品の大きなゴルフバッグとシャープ

の 50インチ 4Ｋテレビをいただいてまいりました。 

 

卓 話 

卓話担当：滝川林一君 

演  題：「旅、いろいろ」 

 

久し振りに卓話を担当します。

私の卓話はだいたい山の話が多

く、今回もそんな感じですが、

後半少し違った旅のことも話し

ます。 

今回はアメリカの山旅で、西

部ユタ・アリゾナ州にあるナシ

ョナルパークを数カ所巡るツア

ー「グランドサークルゆったりハイキングと癒し

の街セドナ」へ行ってきました。 

スタートはラスベガス空港で、初めにユタ州ザ

イオン国立公園へ。ここは世界最大級の一枚岩が
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有名でロッククライマーが多く集まります。私が

行った時も数人のクライマーが岩に挑んでいまし

た。 

次はブライス

キャニオン国立

公園です。ここ

では砂岩といっ

て柔らかい岩が

風雨等で削られ

てできた岩塔の

中のハイキング

です。 

次はキャピトルリ

ーフ国立公園です。ピ

ンクや赤茶の奇岩が

屹立しています。また

先住民族の描いた岩

絵もあります。 

次はアーチース

国立公園です。今に

も落ちそうなバラ

ンスロックは、高さ

70～80ｍ、重さ 300

ｔぐらいと言われ、

上の部分だけで高

さ 20ｍほどあるそうです。 

カレンダー等の写真にもよく使われているデリ

ケートアーチ、ランドスケープアーチは私に素晴

らしい印象を与えてくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ランドスケ

ープアーチは

幅 100ｍ、厚さ

4ｍほどのブリ

ッジになって

いて、柔らかい

砂岩が落ちて

固いところだ

け残りブリッジのようになったということです。

1995年に大規模な岩石の塊が崩落して以来、アー

チの真下の通過は閉鎖されました。 

その後グランドキャニオンをも凌ぐスケールの

キャニオンランズ国立公園を通り、陰影の美しい

幻想的なアンテロープキャニオンと、コロラド川

が馬蹄型の急カー

ブを描くホースシ

ューベンドを経て、

全米で最も美しい

街と呼ばれ、近年は

パワースポットと

して人気のセドナ

へ、美しいサンセッ

トを見て最後の国

立公園グランドキ

ャニオンへ。夕焼け

と朝焼けを観て、ル

ート 66 の一部を通

り 500 ㎞を１回の

休みだけで走り、夜

ラスベガスへ。次の

朝早い出発（帰国）なのでラスベガスは少しの間

のスティで残念でした。 

 

 

 

 

 

続いては国内です。

四国八十八ヶ寺お遍

路の旅の話です。バ

スや列車で巡ったの

ですが、平成 28年は

閏年で逆打ち 88番か

ら廻ると良いとされ

ていて、全 8 回に分

けて行ってきました。88ヶ寺の他にもこんぴらさ

んや道後温泉、銭形砂絵、あまり行くことのない

足摺岬や室戸岬へも行くことができ、参拝が主か

観光が主なのかの旅でした。最後に高野山へ満願

の御礼参りに行って終了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終わりに予告編を。7 月にカナディアンロッキ

ーで世界中のハイカー憧れのアシニボイン・ロッ

ジ 3連泊の旅に行ってきます。 

デリケートアーチは

高さ 30ｍぐらい。 

拡大すると、私は

あそこにいます。 
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次回例会 

第 3110 回 ’17年 6 月 23 日 (金) 

≪クラブアッセンブリ≫ 

お知らせ 
■役員・理事・委員長会議（打上げ） 
 と き：6月 9日（金）18：00 
 ところ：大澤屋 
 
■ニコボックス委員会 
 と き：6月 14日（水）18：00 
 ところ：国府宮の焼き鳥店 
 

 ■休会：6 月 16日(金) 定款 6-1  
  
■第 24回津島東高校ＩＡＣ例会 
 と き：6月 16日（金）16：00 
 ところ：津島東高校北館 2中教室 
 
■次年度広報委員会 
 と き：6月 16日（金）18：00 
 ところ：魚しま 
 
■今年度・次年度役員・理事・委員長会議 
 と き：6月 19日（月）18：00 
 ところ：魚しま 

 
誕生日祝福（6月分） 

河西あつ子親睦活動委員 

加籐則之君（ 7日） 

中村陽介君（10日) 

水野憲雄君（24日） 

 

夫人及びご主人 

河西あつ子夫君（6日） 

服部  貴夫人（8日） 

三谷栄一夫人（12日） 横井 知代夫君（22日） 

鶴見治貞夫人（29日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6月 8日(木）、雨上がりの桑名ＣＣにて開催さ

れた今年度最後のゴルフ会・会長杯に 13名が参加、

野々山勝也君が見事優勝しました!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 野々山勝也 44 46 90 20 70 

2 位 篠田  廣 38 40 78 2 76 

3 位 三谷 栄一 46 46 92 14 78 

 

ソングリーダー 山田章博君 

後藤亨Ｓ.

Ａ.Ａ.と滝

川林一君 

生田達一君 

 えっ、 

アップで写って

もうた？ 

 
   で 

体力増強

しよう 

児玉昭ゴルフ会長と野々山勝也君、篠田廣君 


