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本日の行事予定 (2017 年 6 月 23 日) 

第 3110 回例会 

≪クラブアッセンブリ≫ 

 
先回の記録 

第 3109 回 ’17 年 6 月 9 日（金）晴れ 

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」 

ストレッチ体操 飯村理君 
ロータリーソング 「我等の生業」 
ソングリーダー  山田勝弘君 
会 員 総 数  67名   5月 21日例会分訂正 
出席免除会員  22名    欠 席 会 員    43名 
本日出席会員  60名    MAKEUP会 員    38名 
本日の出席率  89.55％  訂 正出席 率  98.41％ 
超 過 出 席 伊藤基君、鈴木吉男君、猪飼充利
君（第 24 回津島東高校ＩＡＣ例会）、幅辰雄君、
猪飼充利君、稲垣宏高君、伊藤幸蔵君、伊藤哲朗
君、加藤則之君、松本浩義君、三谷栄一君、長田
一郎君、中村陽介君、佐藤敬治君、住田正幸君、
寺島淳一君、山田勝弘君、吉田康裕君（次年度ロ
ータリー情報委員会） 

 
会長挨拶 

浅井彦治会長 

そろそろ本年度も終了

に近づいて参りました。

反省を込めて振り返って

みたいと思います。 

一昨年の夏くらいから

本年度は始まったように

思います。幹事の田中君

といろいろと協議を重ね

て参りましたが、田中君が非常に優秀なので、私

は非常に助けられて進めることができました。 

組織の構築は組閣、事業計画、予算処置と順次

進めてきました。前年度の三谷会長年度もスムー

ズな運営を行いバトンタッチもうまく計らってい

ただいたので、滑り出しも順調にできたように思

います。 

年度前の 9 月から 3 日間缶詰研修のかたちで実

施されたＲＬＩ（Rotary Leadership Institute）

も大変懐かしい思い出です。各地区のロータリー

クラブの会長とも顔見知りになり、エネルギーを

いただいたようにも思いました。   

2016年、規定審議会によりクラブ運営に大幅な

柔軟性を説かれて大きな波紋となったこともあり

ました。入会金問題がありました。 

今年度は事業として台北滬尾ロータリークラブ

との姉妹締結の更新年度ということでもあり、記

念事業として青楓の植樹や記念碑の建立という記

念すべき事業が執り行われました。寺島委員長は

じめ国際奉仕委員会のメンバーには非常に早い時

点から委員会を重ね、今年度の記念すべき事業を

計画実施していただきました。 

またこの地区の歴史的生活文化の一つとして溶

け込んでいるお茶の文化を広めたいという意味で、

社会奉仕委員会と青少年奉仕委員会を中心として

気楽に抹茶と美味しい饅頭をいただきながら楽し

いコミュニケーションがはかれる縁側茶会を

1000 人以上の市民の方々にお集まりいただいて

実施でき、ＰＯＬＩＯへの義援金募金事業も併せ

て開催することができました。財団創設 100 周年

にロータリーらしい奉仕事業が行えました。担当

メンバーの体調不良等で幹事は大活躍でした。 

ロータリーメンバーだけでなく家族の方々には

クリスマス家族会や、浜名湖への家族会で大変楽

しく交流ができたように思います。私見ですが、

出席率も運営する担当者には気になることですが、

日常から離れた場所の提供ができたことが非常に

良かったと思います。 

公式行事である地区協議会、ガバナー公式訪問

例会、ＷＦＦ、地区大会、ＩＭも大変記憶に残っ

ているように思います。 

予算においては会員増が難しい中、ニコボック

スの伊藤委員長はじめ委員会の大活躍で、会員か
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らの謝金を集めるニコボックスの高めの目標を軽

くクリアする結果になりました。 

またメンバーの努力で毎週の卓話が素晴らしい

内容になったことは、例会に大きな活力を与えて

いただけたと思います。 

メンバーも残念な結果になった件や、転勤等で

の退会もありました、その代り新しいメンバーと

の出会いもありました。 

会長職を振り返ってみて、1 年前に会長方針で

謳ったことはどの位できただろうかと思いますが、

今後ますますロータリーブランドを意識して活動

を広めることで、津島ロータリークラブという

我々の素晴らしい仲間の会が成長していくことだ

と思います。 

 
幹事報告 

田中正明幹事 

 本日、今年度理事会の

打ち上げが午後 6 時よ

り大澤屋にて開催され

ます。送迎バスは午後 5

時 30分ウール会館発と

なっております。お間

違えのなきようお願い

致します。 

 6月 14日にニコボックス委員会の打ち上げが

あります。会場は国府宮の踏切横の「やきと

りやさん」になります。 

 次週 6 月 16 日（金）は定款による休会です。

お間違えのないようお願い致します。 

 6月 16日（金）、次年度広報委員会が魚しま

にて開催されます。 

 同じく 16 日(金)はＩＡＣの例会が津島東高

校にて午後 4時から開催されます。 

 6月 19日(月)、今年度・次年度役員・理事・

委員長会議が魚しまにて午後 6 時より開催さ

れます。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。 

 6 月 23 日(金) の例会はクラブアッセンブリ

です。委員長の皆様にはご準備いただきます

ようにお願い申し上げます。 

 同じく 23 日(金) に社会奉仕委員会事業のエ

コキャップ回収があります。皆様お持ちのペ

ットボトルのキャップを当日までに事務局へ

お届けくださるようにお願い致します。 

 同じく 23日(金)例会終了後に、新入会員セミ

ナーを開催いたします。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。 

 先週の理事会にて、2019-20 年度ガバナー補

佐候補に篠田廣君が推薦されましたのでご報

告いたします。 

 

ニコボックス報告 第 3109回分 

伊藤哲朗ニコボックス委員長 

鈴木宏司地区国際奉仕委員長

（半田南ＲＣ） 本日、卓話

させていただきます。よろし

くお願いします。 

浅井彦治会長、加藤則之副会

長、田中正明幹事 ①本日の

卓話講師に鈴木宏司地区国際

奉仕委員長をお迎えして。②

寺島淳一国際奉仕委員長、本

日の卓話よろしくお願いします。③昨日のゴルフ

会の納会ご苦労様でした。 

寺島淳一君 ①本日、卓話を担当します。②地区

国際奉仕委員長の鈴木宏司さんをお迎えして!! 

鈴木吉男君 本日、鈴木地区国際奉仕委員長に津

島ＲＣまで来ていただきましてありがとうござい

ます。よろしくご指導ください。 

高木輝和君 鈴木地区国際奉仕委員長をお迎えし

て。ガバナー補佐当時、ハノイへご一緒しました。 

野々山勝也君 昨日のロータリーゴルフで優勝し

ました。会長杯ゲット！ 次年度ゴルフ幹事です。

よろしくお願いします。 

篠田廣君 ゴルフ会で入賞しましたが、今回は

野々山君に優勝をさらわれました。また昨夜の納

会の写真がウィークリーに載りました。 

児玉昭君 ロータリーゴルフを欠席しました。 

浅井賢次君 神谷先生にお世話になりました。 

佐藤敬治君 住田さんにお世話になりました。 

猪飼充利君、中村陽介君、矢田潔君、山田章博君、

山田公男君 人には言えないけれど、いいことが

ありました。いいことをしました。 

生田達一君、伊藤幸蔵君、伊藤哲朗君、宇佐美三

郎君、小林啓子君、坂井裕君、篠田廣君、住田正

幸君、高木輝和君、野々山勝也君、三谷栄一君、

山田勝弘君 人には言えないけれど、友達を祝福

したいです。 

水野憲雄君、滝川林一君、生田達一君、飯村理君 

ウィークリーに写真が載りまして。 

山本達彦君、中野義光君、根﨑健一君、安江正博

君、堀田力男君、八谷潤一君、後藤務君、稲垣宏

高君、後藤亨君 その他。 

  
速 報 

 

 

 

6 月 10 日～14 日まで、

アメリカ・ジョージア州

アトランタにて、ロータ

リー国際大会が開催されました。ビル・ゲイツ氏

やキング牧師の娘のバーニス.Ａ.キング氏等も基

調講演をしました。 
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卓 話 

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」 

 

次年度、台北滬尾ＲＣとの

2 ヵ国にわたるグローバ

ル・グラント事業に向かっ

て進めることになりまして、

台北滬尾ＲＣから送られた

同意書に浅井彦治会長が署

名しました。3年間の継続事

業になりますので、よろし

くお願いします。 

 

今年度地区国際奉仕委員

会の活動内容についてご報

告させていただきます。 

今年度は大きく分けて 4

つの事業を実施しました。 

1つ目は「第 4回ワールドフ

ード+ふれ愛フェスタ」の実

施で集めさせていただいた

資金の内 100万円と、皆様の

クラブから拠出いただいた

地区一任資金より 100 万円、そして地区補助金か

ら 100 万円をいただき合計 300 万円で、インドネ

シアのスラム街に住む子どもたちへ、教育を受け

るための支援事業を行ないました。 

 

 

 

【第 4回ＷＦＦ】 

チケット販売 7639枚 

企業協賛    89社 

参加店舗総数  57店舗 

タオル販売   230枚（Ｒ財団 100周年） 

収益金 220万円 

収益金の使途 

① ポリオプラス寄付金（Ｒ財団） 

② インドネシアでスラム街の子供たちへの 

教育支援（国際奉仕） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2つ目にラオスで、山間

部の村へ簡易水道シス

テムの設置事業を行な

いました。井戸からの水

を給水塔に貯め、より多

くの家庭に水を行き渡

らせるようにしました。

また、各家庭に水道メーターを設置にすることで、

水道料金の回収をし、その料金で今後の給水塔、

水道管のメンテナンスに充てる形になっていて、

これから先をよく考えた事業でした。 

 

3 つ目にタイで、妊産婦及

び乳幼児への教育システム

構築事業を行ないました。 

タイ国内を 13 地区に分け、

1 つの地区に数箇所の拠点

病院を指定して、そこで妊

産婦と乳幼児のための支援

を行なっていく事業です。

韓国のロータリークラブとタイのロータリークラ

ブでグローバル補助金事業に、2760地区からも支

援しました。 

 

4 つ目に現在進

行中の事業で、

ネパールにおい

てグローバル補

助金事業の申請

を行なっていま

す。ネパール南

部のブトワル地

区の病院を基点

としてモバイル

キャンプを行い、医療の行き届かない地域への医

療支援をする事業です。こちらの事業に関しては

申請許可が下りましたら、次年度の事業として実

施してまいります。 

 

このように限られた人数の中で 4 つの事業を実

施してまいりました。次年度はネパール継続事業

と、ＷＦＦ事業でフィリピンへ教育支援事業、そ

してラオスの事業とまた 3 つの事業を実施する予

定です。津島ロータリークラブの皆様にはこれか

らも地区国際奉仕委員会へのご理解とご協力をよ

ろしくお願いいたします。 
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次回例会 

第 3111 回 ’17年 6 月 30 日 (金) 

≪納 会≫ 

お知らせ 
■新入会員セミナー 
 と き：6月 23日（金）14：00頃 
 ところ：津島商工会議所 2Ｆ役員室 
 
■歴代幹事会 
 と き：6月 27日（火）18：00 
 ところ：魚しま 
 
■国際奉仕委員会 
 と き：6月 30日（金）19：00 
 ところ：鈴木藤太 
 その他：17：30津島ウール会館集合 
 
■次年度Ｒ財団委員会 
 と き：7月 3日（月）18：00 
 ところ：弁松（津島市白浜町） 
 
■第 17回天王子ども塾「祭りを学ぶⅢ」 
 【第 1部】 
と き：7月 9日（日）9：00～16：00 

 ところ：わざ・語り・伝承の館 
 【第 2部】 
 と き：7月 23日（日）8：30～12：00 
 ところ：伝承の館集合／観光船乗船 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
トピックス 

『ロータリーの友』6月号の縦書き P.26「End Polio 

Now」特集に「1,000 人の市民が参加 縁側茶会

とポリオ撲滅募金」と題して、津島ＲＣの地区補

助金事業で行ったポリオ募金の投稿記事が掲載さ

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

加藤則之副会長 

ストレッチ体操 

飯村理君 

ソングリーダー 

山田勝弘君 次年度発行書籍『天王まつり』

の表紙見本を見比べて…。 

梶浦興蔵君と稲川明俊君 

本日のメニューは

トンカツと豚汁 

 ウ～ン、 

伸び伸び… 

 これかなぁ？ 
 あれもいいねぇ 


