
     

 

- 1 - 

第 3111 回例会                                                               

本日の行事予定 (2017 年 6 月 30 日) 

第 3111 回例会 

≪納 会≫ 

 
先回の記録 

第 3110 回 ’17 年 6 月 23 日（金）晴れ 

≪クラブアッセンブリ≫ 

ロータリーソング 「Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ」 
ソングリーダー  山田公男君 
会 員 総 数  67名   5月 26 日例会分訂正 
出席免除会員  22名    欠 席 会 員    12名 
本日出席会員  52名    MAKEUP会 員    9名 
本日の出席率  77.61％  訂 正出席 率  96.97％ 
超 過 出 席 浅井彦治君、田中正明君(第 3回分
区会長幹事会)、浅井彦治君、浅井賢次君、古川弘
一君、猪飼充利君、三谷栄一君、佐藤敬治君、篠
田廣君、住田正幸君、高木輝和君、田中正明君、
寺田晏章君、矢田潔君、安江正博君(パスト会長会
議) 

 
会長挨拶 

浅井彦治会長 

本日は最終のクラブアッ

センブリです。 

本来クラブ協議会は活動

内容や会員教育についての

協議をする会です。今回は今

年度の反省と次年度に向け

たご意見や協議をいただきたいと思います。気楽

に発言をいただきたいと思います。 

私からは次年度に向けた台北滬尾ロータリーク

ラブとのグローバル補助金事業についてお話をし

たいと思います。 

ロータリーの「6 つの重点項目」に該当し、持

続可能かつ測定可能な成果をもたらす大規模な国

際活動を支援する事業です。 

資格条件で、活動する国の地区とクラブおよび

援助国側の地区とクラブの参加資格が必要です。 

グローバル補助金による活動は 

・人道的プロジェクト 

・大学院レベルの留学奨学金 

・専門職業に関係する研修を提供するチームや、

研修を受けるチームを海外に派遣する職業研修

チーム（ＶＴＴ）等があります。 

詳細は国際奉仕委員長からお願いしますが、台

北滬尾ロータリークラブによる人道的プロジェク

トで、台湾の原住民の中でも 2番目に多い 85,000

人の人口があるタイヤル族のＫＵＯ‐ＹＩ小学校

における識字率向上事業に向けて、津島ロータリ

ークラブは援助国としての同意を表明しました。

審査のハードルは高いのでこれから決定されるか

待つことになります。 

読み書きができない 5 歳以上の人の数は、世界

に約 7億 7,500万人。全世界の成人の 17％にあた

ります。 

「読み書きを教えることは、一生使えるスキルを

教えることです。その恩恵は、ひとり、またひと

り、地域全体に波及します」 

という識字率向上事業に向けたロータリーのスロ

ーガンを世界に発信しています。非常に大きな意

味のある奉仕事業であると思います。次年度に向

けて我々の前向きな考えが必要になると思います。

同時にその事業を通じて、我々ロータリークラブ

にとっても大きな恵みをいただけることになると

思います。 

後ほど各委員会の代表の方に発表いただきます

が、私も今回当クラブの会長を受けるに当たって、

１年前に「リーダーの話し方」というセルフコン

フィデンス代表の新田祥子先生のＤＶＤを購入し

て勉強してみました。あまり自分のものになった

とは思えませんでしたが、顎の筋肉を 20回ぐらい

解してから話すようにすると比較的よく口が動く

ようです。お試しください。 

 
幹事報告 

猪飼充利幹事エレクト 

 田中幹事が公用のため例会に間に合わないとい

うことですので、私が代理で幹事報告をさせてい

ただきます。 
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 本日はクラブアッセンブ

リです。委員長の皆様に

はよろしくお願い致しま

す。 

 本日例会終了後、新入会

員セミナーが商工会議所

2F 役員室にて開催されま

す。該当の皆様にはよろ

しくお願い致します。 

 本日例会終了後に、エコキャップ事業が開催

されます。これはメイキャップ対象事業にも

なりますので、皆様ご参加ください。 

 6月 24日(土)、地区会長幹事会が名鉄グラン

ドホテルにて開催されます。 

 6 月 27 日(火)、歴代幹事会が開催されます。

歴代幹事の皆様には多くのご参加をお願いい

たします。 

 米山功労クラブ感謝状が届きました。21回目

ということでございます。 

 次回6月30日の例会は納会となりますのでよ

ろしくお願い致します。もしご欠席される方

は、6月 27日（火）までに事務局へご連絡く

ださい。 

 6月 19日、魚しまで開催された新旧理事会の

際に、メガネケースの忘れ物がありましたの

で、事務局で預かっております。 

 
ニコボックス報告 第 3110 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 本日

はクラブアッセンブリです。

委員長の皆さん、よろしく

お願いします。 

田中正明君 本日、例会を

遅刻します！ 

伊藤彰浩君 ①津島祭の件

で、余郷さんはじめ皆様にお世話になることにな

りました。よろしくお願いします。②児玉さん、

余郷さん、住田さん、後藤さん、安江さん、山田

さんにお世話になりました。ありがとうございま

す。③いろいろお世話になります。ありがとござ

います。 

篠田廣君 パターの新記録（24）をつくりました。

アウト 10 パット、イン 14 パットでした。トータ

ル 76でした。 

後藤務君 ①後藤ララちゃん、ＡＫＢ総選挙で上

位進出。かわいい孫です。②山田章博さんにお世

話になりました。 

余郷利彦君 ①伊藤哲朗君、おいしかったです。

②神谷先生、お世話になります。 

浅井賢次君 ①伊藤哲朗さん、ありがとうござい

ました。早速使わせていただきました。②河西先

生、いろいろお世話になりありがとうございまし

た。感謝、感謝!! 

中村陽介君 小林麻央さんのご冥福をお祈りします。 

伊藤哲朗君、大河内勝彦君、後藤亨君、篠田廣君、

住田正幸君、幅辰雄君、山本達彦君 松山英樹、

全米オープン 2位、ランキング 2位を祝して。 

生田達一君、伊藤哲朗君、長田一郎君 14歳の藤

井聡太四段、プロデビューからの公式戦 28連勝を

祝して!! 

相羽あつ子君、猪飼充利君、伊藤哲朗君、伊藤祥

文君、加藤隆朗君、河西あつ子君、後藤亨君、杦

田勝彦君、長田一郎君、水野憲雄君、矢田潔君、

山田章博君、山田勝弘君 1 年間、反省すること

ばかりです。 

寺島淳一君、飯村理君 ウィークリーに写真が載

りました。 

高木輝和君、滝川林一君、坂井裕君、山田公男君、

稲川明俊君、後藤務君、河西あつ子君、小林啓子

君 その他。 

 
≪クラブアッセンブリ≫ 

前田昭生職業奉仕委員 

伊藤誠委員長が欠席のため、

委員長から預かった原稿を読

ませていただきます。 

クラブ計画書にあげました

事項について以下のように進

めて参りました。 

1. 会場委員会のご協力をい

ただき、毎月第一例会のロータリーソングと

して、「四つのテスト」を会員の皆様にご唱

和いただきました。 

2. 会報へのコラムの掲載は、地区での職業奉仕

委員長研修会でいただいた資料より一部抜粋

の形で数回掲載させていただきました。 

3. メイン事業と位置づけた「職場訪問例会」に

つきましては、1月 20日に津島神社にて実施

をさせていただき、神職の方々の仕事(ご奉

仕）等についてのお話を伺い、その後メンバ

ー全員で正式な「玉串奉納」を勉強し実践体

験をさせていただきました。津島神社の伊藤

宮司様はじめ、津島神社の神職の皆様には大

変お世話になり大変ありがとうございました。 

以上のような事業を委員会メンバーの協力の下

１年間進めて参りました。各委員の皆様、ご協力

ありがとうございました。そして、クラブメンバ

ーの皆様、１年間ありがとうございました。 

 

八谷潤一社会奉仕委員長 

 昨年の今頃体調を崩しまし

て我慢していたんですが、8

～10月にかけて入院等療養し

ておりました。 

図書館への資料の寄贈、メ
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イン事業として(地区補助金事業の)縁側茶会の開

催、収集したエコキャップを本日、彩雲館へ届け

ますがメーク対象事業です。松本副委員長や田中

幹事にいろいろお世話になりまして本当にありが

とうございました。 

 

寺島淳一国際奉仕委員長 

今年度の国際奉仕委員会の

主な事業として 2度台北滬尾

ＲＣを訪問し友好を深めてま

いりました。 

上期に台北滬尾ＲＣとの姉妹

締結更新のため 10 月 27～29

日の 3日間、浅井会長始め 10

名のメンバーにて台湾を訪問し、無事姉妹締結の

調印を行ってまいりました。 

下期は 4 月 19～21 日に訪台。4 月 19 日の台北

滬尾ＲＣ創立 11 周年記念式典に浅井会長始め 12

名のメンバーと 4名の会員夫人、総勢 16名で参加

しました。また同日に姉妹締結 10周年記念共同事

業として行いました青楓 30本の植樹の「植樹記念

碑除幕式」を淡水一滴水和平公園に滬尾ＲＣのメ

ンバーと共に出向き行ないました。 

1 年間、委員会メンバー並びに会員各位にはご

協力いただきありがとうございました。 

 

伊藤基青少年奉仕委員長 

 インターアクトクラブは月

に 1 回例会がありまして、津

島ＲＣ会員の出席がもうちょ

っと欲しかったなと思います。

3～4回は私１人出席というこ

とがありました。メークアッ

プになりますので、時間があ

りましたらちょっと寄ってみてください。 

 地区インターアクト委員会への出向では、土日

が多くて私は動けないので、全く出席できなくて

申し訳なかったなと思っています。 

次年度も７月が始まってすぐの 9 日（日）と、

23日（日）の朝祭に「天王子ども塾」があります

ので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 

飯村理ロータリー財団委員長 

1. 本年度のポール・ハリス・

フェローとして、当初目標

として 3 人以上の獲得と

ありましたが、目標通り 3

人の方になっていただき

ました。 

2. 地区への年次寄付として、

地区からは 1人 180ドルの

目標が与えられました。例年の寄付金額に比

べると、かなりの増額でしたが、予備費から

の組み入れ分も含め、目標額に近い金額を達

成することができました。 

3. 地区補助金事業として、社会奉仕委員会が中

心となって開催した縁側茶会に対し、地区補

助金をいただきました。 

4. 1 年間財団委員長を務めさせていただきまし

たが、財団についての理解が深まったとは言

えないことが反省点であり、今後はさらに勉

強して、財団の活動についてよりいっそう理

解を深めるよう努力したいと思います。 

 

猪飼充利米山奨学副委員長 

1. 年次寄付￥5,000×66人

=￥330,000 

2. 米山功労者として加藤

隆朗君￥30,000×10 年

間＝￥300,000 を達成し

て3回目の表彰をされま

した。 

3. 猪飼も個人寄付をやり

ました。 

4. ガバナー公式訪問例会時に、例年通り

￥100,000の寄付を行いました。 

5. 2017年 5月に(公財)ロータリー米山記念奨学

会より、津島ＲＣに第 21回目の米山功労クラ

ブとしての表彰がありました。 

 

加藤隆朗クラブ奉仕委員長 

クラブ奉仕委員会 1年間、浅

井会長のもと有能な各委員長

様、大変ありがとうございまし

た。新役員の方は引き続き、楽

しくて仕方がないロータリー

を目指して頑張っていただき

たいと思います。 

 

山田勝弘親睦活動委員長 

先のクラブアッセンブリで

もお話ししましたが、誕生日

お祝い品の選定、配布に始ま

り、12月のクリスマス家族例

会、そして 5月 21日の日曜日

に日帰りでの家族会の実施を

させていただきました。家族

会の参加者が若干少なかったことが今後の課題と

して残りました（ご家族、特にお子様）。後は 100％

出席者の表彰が残っております。 

例会時の出席報告、各種祝福報告、ビジター＆

ゲストの対応等も皆様のご協力により何とか無事

終えることができそうです。 

1 年間ありがとう

ございました。 
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鈴木吉男ロータリー情報委員長 

 今年度初めの例会(7 月 22

日)にロータリーについてお

話をしたことを覚えておりま

す。一方的に私のほうが喋る

ような状態になってしまいま

したが、津島ＲＣにとっては

皆さんが参加して話ができ、

お互いに理解しあえるという

かたちに持って行けばよかったかなと思いました。

ロータリーは突き詰めれば突き詰めるほど大変面

白いクラブであると思います。以前十数年、私は

地区へ出向していましたが、津島ＲＣとは違って

もっとグローバルな活動をしています。世界に奉

仕するロータリーということで、これから我々が

何を奉仕していくべきかを真剣に考えていかなけ

ればならないと思います。 

 今日は最後に、入会 3 年未満の皆さんと勉強会

をさせていただきます。たまたま『ロータリーの

基礎』という本がありましたので題材にしたいと

思います。浅井会長からも話がありましたように、

新会員の皆さんに意見を聞きたいと思いますので、

30分ぐらいの勉強会の後、会長を司会に皆さんの

ロータリーに対する思いを語っていただきたいと

思います。 

 

杦田勝彦会場委員長 

副委員長が亡くなる等のア

クシデントはありましたが、1

年間無事に例会を開催するこ

とができました。 

皆様のご協力に心から感謝

いたします。 

今年度は初例会を津島神社

参集所においてお茶を召し上

がっていただく形で開催しました。人数の関係で

お茶を召し上がっていただくまでかなりの時間お

待たせしたこと、ケータリングでの食事費用が高

かったことなど反省点はありましたが、企画とし

ては良かったのではないかと思います（もっとも

ほとんど田中幹事の御尽力のおかげですが）。 

新年度以降も楽しい企画を考えていただければ

と思います。 

 

相羽あつ子会員増強委員長 

当初は、前年度と同じ純増 3

名と目標に掲げてしまいまし

た。今にして思えば大胆な目標

で、本当に身の程知らずでした

が、皆様のお力添えをいただき、

今年度 3名の新入会員を迎える

ことができました。 

今年度お亡くなりになった

方がおられ、寂しいことがありましたが、「いや

いや病」による退会者が 1 件もなかったこと、ロ

ータリーの理念を伝え広げて増強に努めてくださ

った熱い思いをもつ委員さんがいてくださったこ

とが、純増 1名に繋がったのだと感謝しています。

私自身は至らない委員長でしたが、1 年間ありが

とうございました。 

 

伊藤祥文クラブ広報副委員長 

堀田委員長が欠席ですので、

代理で原稿を読みます。 

今年度、クラブ広報委員長

を務めさせていただきました

堀田です。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、そして

これから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委員会メン

バー、また事務局に助けてもらいながら取り組ん

でまいりました。その点、結果まずまずのウィー

クリーがお届けできたと思います。 

また今年度最初、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

員会をと思っておりましたが、伊藤哲朗さん率い

るニコボックス委員会は早々に目標額を達成され

たようで少しほっとしております。 

今年度、委員長の私が欠席することが多々あり、

その都度いろんな方々に助けてもらい任務をさせ

てもらいました。1年間ありがとうございました。 

 

伊藤哲朗ニコボックス委員長 

 強力なメンバーの協力のも

と、大勢の皆様のご協力をいた

だき、無事目標を達成しました。

ありがとう

ございます。 

 

 

 

後藤亨Ｓ.Ａ.Ａ. 

 Ｓ.Ａ.Ａ.というものをあ

まり理解をせずに引き受けて

しまい、わからないまま終わ

ってしまったんですが、委員

長さんの話を聞いていると頑

張っておられました。一番無

責任なＳ.Ａ.Ａ.でしたが、伊

藤ニコボックス委員長より反

省しきりという項がありまして、

一番私が当てはまるんではない

かと感じました。「反省」という

ことで終わらせていただきます。 
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社会奉仕委員会 

八谷潤一委員長 

 6月 23日（金）

の例会終了後、

今年度最後の事

業であるエコキ

ャップ運動とし

て、皆さんが持

ち寄ってくださ

ったペットボト

ルのキャップを

彩雲館へ移送し

ました。ロータリーが推進しているポリオ撲滅運

動の別のかたちでもあります。ご協力いただきま

してありがとうございました。 

 
ロータリー情報委員会 

鈴木吉男委員長 

 6月 23日（金）午後、津島商工会議所役員室に

て、入会 3 年未満の新入会員を対象とした新入会

員セミナーが開催され、13名が出席しました。 

教材は、奈良県のロータリ

ー情報研究会から昨年発行さ

れた『これだけは知っておき

たい「ロータリーの基礎」』

を取り寄せて使いました。こ

の本は、既存会員のための研

修会資料と銘打ち、2016年規

定審議会の結果をもとに改訂

された新しいテキストです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7月のメニュー 

 

 

 

 

 

 

 
7月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月  7日（金) 割子弁当、赤出し 

7月 14日（金)  ミックスフライ定食 

7月 21日（金) 上鰻丼、キモ吸い 

7月 28日（金） カレーライス、サラダ 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

稲沢 RC 7/19 水 林商事ビル 

名古屋守山 RC 7/19 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋空港 RC 7/24 月 キャッスルプラザ 

名古屋城北 RC 7/25 火 栄東急 REIホテル 

名古屋北 RC 7/28 金 名古屋東急ホテル 

名古屋空港 RC 7/31 月 キャッスルプラザ 
 

 しっかり食べな、 

夏バテしてまうで～ 

本日のメ

ニューは

煮魚と 

お刺身 

加藤則之副会長 

河西あつ子 

親睦活動委員 

山田公男君 

Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ 

皆さんじっと聞いてます 

住田正幸君 
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第 3111 回例会                                                               

次回例会 

第 3112 回 ’17年 7 月 7 日 (金) 

≪新年度初例会≫ 

お知らせ 
■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：辰巳 
 
■2016-17年度青少年奉仕委員会 
 と き：7月 5日（水）18：00 
 ところ：さかなや道場津島店 
 
■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 

ロータリーニュース（6月 9日） 

 

 

 

 

アトランタ国際大会で、ビ

ル・ゲイツ氏がポリオ撲滅活動

による進歩と今後の課題につい

て講演しました。 

全世界でポリオを撲滅するた

め、革新的かつ先見的な役割を

果たしてきたロータリーに感謝する、とゲイツ氏。

「ロータリーは、揺るぎない目標意識、そして全

身全霊で力を注げば何でもやり遂げられるという

信念でポリオ撲滅の基盤を築いてきました」 

世界ポリオ撲滅推進活動(ＧＰＥＩ)の取り組み

が始まって以来、ポリオ症例は年に約 35万件から

99.9％減と驚異的に減少。いまだ野生型ポリオウ

イルスが常在するのは、アフガニスタン、ナイジ

ェリア、パキスタンの 3 カ国のみです。これまで

の撲滅活動がなければポリオを患ったであろう

1600万人以上が、今日、麻痺の影響を受けずに歩

くことができると指摘。「これほどの活動努力は

驚異的」とゲイツ氏は付け加えました。 

ゲイツ氏は続けます。「ポリオ撲滅は私が最も

多くの時間を費やしていることであり、毎日、新

しい発症例があるかどうかをメールでチェックし

ています。私は、この大きな活動の一部であるこ

とを誇りに、そして光栄に思います」 

ロータリーのポリオ撲滅大使のジョン・シナ氏

は、本会議中、ポリオ撲滅への誓約発表を司会し、

ロータリーの決意を称えました。「ロータリーは

乗り越えられない仕事をやってのけ、世界に証明

する先駆者」とシナ氏は話します。 

本会議の直前、世界各国の指導者がゲイツ財団

とロータリーに加わり、ポリオ撲滅を達成するた

めにＧＰＥＩが見積もる活動不足金 15 億ドルを

補うため、新たな寄付誓約を発表しました。 ロー

タリーは、寄付目標を年間 5000 万ドルに引き上げ

ると発表。ゲイツ財団とロータリーは 2007年に協

力を開始して以来、ポリオ撲滅に向けてともに約

15億ドルを提供しています。 

ポリオ撲滅を過去 10 年間の最優先課題として

きたと話すゲイツ氏は、現在もポリオが発症して

いる紛争地域において未だに課題が残っているこ

とを認識しています。「最も困難なことの一つは、

一人残らずすべての子どもたちにポリオワクチン

を届けること。しかし、紛争地域ではあらゆる関

係者と信頼を築くことが難しく、予防接種が容易

には進みません」 

しかし、依然として紛争問題を抱えるアフガニ

スタンにはほとんどウイルスがないことを指摘。

「ポリオを撲滅する唯一の方法は、政治的、宗教

的、社会的な分裂を超えて協力すること。ポリオ

撲滅活動の支援者がその説得を続けてきたからこ

そ、今、成果が表れています」発症数がかつてな

いほど少ない一方で、ウイルスの監視と検出が困

難になっています。「ウイルスを完全に食い止め

るには、どこに隠れているのかを知る必要がある。

新しいアイデアを生み出し、教訓を学び、新しい

状況に適応していってこそ、ポリオをゼロにでき

ると確信しています」とゲイツ氏。 

全世界で 146の研究所のネットワークが、毎年、

約 20 万件のポリオウイルス検便検査を行ってお

り、その 99.9％が陰性です。陽性結果はほんの一

部ですが、保健当局が予防接種活動に集中してウ

イルスの感染を防ぐのに役立っています。さらに、

ポリオが未だ発症している国では、ウイルスが下

水中で短時間生き残ることができるため、125 の

環境検出サイトを検査しています。 

ポリオ撲滅活動に触発されたイノベーションは、

ほかの世界的な健康キャンペーンに幅広い利益を

もたらすことができる、とゲイツ氏。地域調査、

病気の監視、医療従事者の役割拡大などの技術は、

保健当局がエボラのようなほかの感染症を検出し

て緊急対応するのにも役立ちます。「それこそ、

ロータリーの 30 年にわたる闘いで大きく期待が

持てることです。皆さんは、史上最悪の疾病の一

つを撲滅するだけではありません。最貧国が市民

により良い健康とより良い未来を提供するのも支

援しているのです」 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビル・ゲイツ氏、ポリオ撲滅まで 

最後の一押しを強調 


