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本日の行事予定 (2017 年 7 月 21 日) 

第 3114 回例会 

≪クラブアッセンブリⅡ≫ 

 
先回の記録（例会） 

第 3113 回 ’17 年 7 月 14 日（金）晴れ 

≪クラブアッセンブリⅠ≫ 
ロータリーソング 「Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ」 
ソングリーダー  田中正明君 
ビ ジ タ ー 17-18年度地区大会実行副委員長 
    鬼頭茂成君（名古屋大須ＲＣ） 
    17-18年度地区大会実行委員 
    大原敏正君（名古屋大須ＲＣ） 
会 員 総 数  67名   6月 23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  53名    MAKEUP会 員   11名 
本日の出席率 79.10％   訂 正出席 率 98.44％ 
超 過 出 席 浅井彦治君、田中正明君、鈴木吉
男君、佐藤敬治君、猪飼充利君、加藤則之君、加
藤隆朗君、長田一郎君、中村陽介君、寺島淳一君、
山田公男君（新入会員セミナー）、浅井彦治君、
田中正明君（2016‐17年度地区会長幹事懇談会）、
浅井彦治君、田中正明君、鈴木吉男君、寺島淳一
君（グローバル補助金事業打合せ）、佐藤敬治君、
浅井彦治君、加藤則之君、三谷栄一君、伊藤基君、
山田勝弘君、稲垣宏高君、寺島淳一君、野々山勝
也君、山本達彦君、田中正明君、猪飼充利君（歴
代幹事会） 

 
会長挨拶 

佐藤敬治会長 

本日は、クラブアッセンブ

リです。委員長の皆さん方、

よろしくお願いいたします。  

7 月 9 日（日）に第 17 回

天王子ども塾が「わざ・語

り・伝承の館」で開催されま

した。昨年、尾張津島天王祭がユネスコ無形文化

遺産に登録されましたこともあり、140 名の応募

がありまして、抽選で 60名の小学生が参加してく

れました。 

今年度は「天王祭を学ぶ」をテーマに開催し、

南小学校の浅井校長先生をはじめとする先生方、 

3人の大学生、5人の津島高校生にもお手伝いいた

だき、朝 9時からの開校式に始まり夕方 16時半閉

校式まで目いっぱい学んでいただき、子供さん方

の祭りに対しての関心の高さに感心しました。勉

強会はクイズ形式、祭り倉庫の見学、お囃子学習、

そして祭りの英語スピーチの練習会と多種多様に

企画していただき、子供たちも堪能できたことと

思います。 

7月 23日（日）の朝祭見学会では、観光船に乗

って間近に見る企画も予定されています。 

この勉強会で得た知識、経験を将来に伝えてい

ただくようお願いしました。相羽青少年奉仕委員

長さん始めお手伝いいただきましたメンバーの

方々、お疲れ様でした。ありがとうございました。 

 
幹事報告 

猪飼充利幹事 

① 本日は、クラブアセンブリ

です。本日発表いただいた

委員長の皆様方は、7 月 18

日（火）までに会報原稿の

提出をお願い致します。 

② 11 月 18/19 日に開催されま

す地区大会のＰＲでお越しいただいておりま

す。 

③ 7/17(月・海の日)、第 28 回地区インターアク

ト年次大会が、春日井市民会館で開催されます。

相羽委員長の代理で私猪飼が出席します。 

④ 7/21(金)、地区会員増強セミナーが名古屋国際

センターで開催されます。八谷会員増強委員長

が出席予定です。 

⑤ 次週の例会終了後、臨時理事会を開催します。

2016/17 年度決算、及び 2017/18 年度予算につ

いての議案です。 

⑥ 九州北部豪雨義援金を捻出するため、次週の例

会メニューはカレーライスにさせていただき

ます。 
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ニコボックス報告 第 3113回分 

山田公男ニコボックス副委員長 

鬼頭茂成君（2017-18年度地区大

会実行副委員長・名古屋大須Ｒ

Ｃ）、大原敏正君（同実行委員・

名古屋大須ＲＣ） 2017-18地区

大会に皆様のご登録をお願いい

たします。 

佐藤敬治会長、伊藤哲朗副会長、猪飼充利幹事 

①本日、クラブアッセンブリです。よろしくお願いし

ます。②地区大会ＰＲとして鬼頭実行副委員長と

大原委員にお越しいただいております。③「天王

子ども塾」、大変有意義な事業でした。相羽委員

長他、青少年奉仕委員会の皆様、お疲れ様でした。 

相羽あつ子君、生田達一君、伊藤祥文君、加藤則

之君、篠田廣君、杦田勝彦君、住田正幸君、幅辰

雄君、水野憲雄君、八谷潤一君、山田公男君 鬼

頭茂成 2017-18 年度地区大会実行副委員長と大原

敏正実行委員をお迎えして。 

浅井賢次君 天王祭が良い天気に恵まれ、盛大に

行われるよう祈っております。 

鶴見治貞君 先週、新商品の紹介が新聞に載りま

した。 

浅井彦治君 やっと浅井薬局橘店の内覧会ができ

ました。 

柴田伸彦君 今朝も雷が鳴っていました。私ども

は緊張の季節です。今年の夏も大きな被害が出な

いことを祈ります。 

三谷栄一君、宅見康悦君、梶浦興蔵君 同窓生の

鬼頭茂成君をお迎えして。 

加藤隆朗君 鬼頭茂成君、大原敏正君をお迎えし

て。鬼頭君は中・高の同級生です。 

坂井裕君 鈴木吉男君が観光協会でガンバッテル

みたいで……。 

山本達彦君、柴田伸彦君 写真掲載、ありがとう

ございました。 

稲川明俊君、加藤隆朗君 ウィークリーに写真掲

載していただきました。 

寺島淳一君、飯村理君 ウィークリーに写真が載

りまして。 

伊藤哲朗君、篠田廣君 その他。 

 

地区大会のご案内 
 2017-18 年度地区大
会実行副委員長の鬼
頭茂成君と大原敏正
委員が訪問され、ご案
内いただきました。名
古屋大須ＲＣがホス
トをつとめ、11 月 18
日（土）、19 日（日）

にウェスティンナゴヤキャッスルで開催されます。
19 日には名城大学教授でジャーナリストの池上
彰氏の基調講演がありますので、池上氏からのビ
デオメッセージをＤＶＤで上映しました。 

 

≪クラブアッセンブリⅠ≫ 
稲垣宏高職業奉仕委員長 

例年に引き続き、第一例会

のロータリーソングは「四つ

のテスト」を斉唱し、例会場

に「四つのテスト」のパネル

を掲示します。会報に職業奉

仕関連のコラムを掲載します。 

水野憲雄副委員長、委員の

伊藤雅昭君、梶浦興蔵君、神谷里明君の 5 人で楽

しくやっていきます。 

 

杦田勝彦社会奉仕委員長 

クラブ計画書 1～3 の津島市

立図書館、愛西市中央図書館へ

の図書、資料等の寄贈、環境保

全活動、彩雲館をはじめとする

福祉施設の就労支援は例年どお

り行ないます。ペットボトルの

キャップを集めたいと思います

ので御協力下さい。 

4 の「書籍出版・海部津島の伝統芸能と茶会＆

茶室めぐり」のうち書籍の出版は、無事に発刊に

こぎつけました。近々会員の皆様に配布させてい

ただきます。また今後配布先を詰めていきたいと

思います。 

「茶会＆茶室めぐり」は 11 月 5 日の日程が決

まっています。昨年と同様の茶会と津島市内の茶

室をめぐっていただく催しを開催させていただき

ます。順次、内容をつめていきたいと考えていま

す。創立 65周年記念事業には積極的に参画させて

いただきます。社会奉仕委員会の活動には皆様の

御協力が不可欠です。よろしくお願いします。 

  

伊藤誠国際奉仕委員長 

 今日は犬山・小牧地方に豪

雨による緊急アラーム速報

が響く中、例会のため津島へ

来ました。 

国際奉仕委員会は副委員

長に三谷栄一さん、委員に浅

井賢次さん、高木輝和さん、

後藤務さん、寺島淳一さんの 6人のメンバーです。 

国際交流では、①姉妹クラブ・台北滬尾ロー

タリークラブとのグローバル補助金事業のプロ

ジェクトチームを立ち上げ、事業実現に向けて

邁進します。②姉妹クラブ・台北滬尾ロータリー

クラブが、当クラブ創立 65周年式典に訪問予定で

すので、その世話を担当し、当クラブとの親睦を

深めることができるように努めます。③姉妹クラ

ブ・台北滬尾ロータリークラブ創立 12周年記念式

典（2018年 4月）への参加をします。特に新入会
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員や訪問経験のない会員に参加をお願いしたいと

思います。 

RI 国際大会はカナダのトロントで、2018 年 6

月に行われますので、ぜひ参加していただきたい

と思います。 

海外ロータリークラブへのメーキャップを奨励

ということで、皆さんもご存じのように当委員会

には浅井さんと高木さんがいまして、高木さんは

もうアフリカへ帰られると伺っております。ほか

の皆さんも世界各国で活躍していただければと思

いますので、よろしくお願いします。 

また、海外での大規模な自然災害等の発生時

に義援金を募る窓口をつとめます。 

 

相羽あつ子青少年奉仕委員長 

 副委員長に前年度の青少年

奉仕委員長の伊藤基さん、委員

に中野義光さん、片岡鉄さん、

小林啓子さん、余郷達也さんと

大変心強いメンバーがそろっ

ております。 

1. 青少年の健全な育成を目指

し、他の委員会及び諸団体と共に連携し、事業

活動を推進支援する。 

2. 地域の子供たちと一緒に郷土の文化に触れて

いこう！ という「天王子ども塾」の活動を支

援する。7月 9日の天王子ども塾に参加してい

ただきありがとうございます。23 日の朝祭に

も子ども塾があります。メークアップにもなり

ますので、参加して子ども達を応援していただ

きたいと思います。 

3. インターアクトクラブ活動に積極的継続的に

参加、助言を行い、インターアクトクラブの活

性化を図り、社会奉仕・国際理解はもとより国

内外における環境問題にも指導力を発揮する

インターアクトクラブの育成を支援する。7月

26 日に津島東高校インターアクトクラブの例

会があります。若い学生さん達を守り応援して

いきたいと思いますので、皆さんの参加をお待

ちしております。今年度は 2名の生徒がＩＡＣ

海外派遣研修のためシンガポール経由でオー

ストラリアへ行きます。7 月 26 日に中部国際

空港から見送りたいなと思っております。 

4. 社会奉仕委員会との共同で書籍出版（7月）と

「海部・津島の伝統芸能と茶会＆茶室めぐり

(11/5)」(地区補助金事業)への参画としまして

は、インターアクトクラブの生徒達に協力して

いただきます。 

 以上、メンバー全員頑張っていきたいと思いま

すので、ぜひご協力をお願いいたします。 

 

幅辰雄米山奨学委員長 

 米山奨学会は 1953 年に東京ＲＣで始められ、

1967 年に財団法人ロータリー米山記念奨学会と

なって今年度 50周年を迎えま

した。50 周年記念誌が出てい

るということで、津島ＲＣと

して 1 冊購入しようと思いま

す。みなさんで読んでいただ

きたいと思います。 

 クラブの普通寄付金は会員

1 人 5,000 円、個人寄付として 100,000 円で米山

功労者になっていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 

寺田晏章 65周年実行特別委員長 

 各委員会が 65周年に協力した

いということで、ありがとうご

ざいます。65 周年記念式典は会

員全員が担当することでござい

まして、ただいま役割分担を作

っております。全員がなんらかの役割をすること

になっておりますので、よろしくお願いいたしま

す。山田勝弘君、寺島淳一君、野々山勝也君のメ

ンバーで策を練っております。 

 10 月 14 日（土）、名鉄グランドホテルで行い

ます。65周年を記念し、尾張津島天王祭の『ユネ

スコ無形文化遺産登録記念誌』を発刊します。 

台北滬尾ＲＣの方が出席されますので、おみえ

になりましたら国際奉仕委員会の皆さん、歓迎担

当をよろしくお願いします。また、米山への記念

寄付もさせていただきたいというようなことを計

画しております。 

 

安江正博ロータリー情報委員長 

本年度、津島ロータリークラ
ブは創立 65周年を迎えます。歴
史と伝統とともに、“ロータリー
の原点”“ロータリーの哲学”“ロ
ータリーの奉仕”とはなにかを
もう一度考え、会員の皆様にロ

ータリーのおもしろさを知っていただける 1 年に
したいと思います。 
1. 毎月発行される『ロータリーの友』を読むこと

を奨励し、理解していただきたいと思います。 
2. 新入会員はもちろんロータリークラブ会員全

員のロータリーへの理解を深める。 
3. 新入会員にロータリーを理解していただける

ように勉強会を開催する。 
4. 会員の退会防止に努める。 

 

誕生日祝福（7月） 

横井知代親睦活動委員長 

伊藤彰浩君（ 9日） 

伊藤雅昭君（15日） 

伊藤祥文君（15日） 

篠田  廣君（20日） 

伊藤哲朗君（26日） 
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次回例会 
第 3115 回 ’17年 7 月 28 日 (金) 

卓話担当：山田公男君 
講  師：愛西市観光協会理事 若山聡氏 
演  題：「尾張津島天王祭・あとの祭」 

お知らせ 
■第 17回天王子ども塾【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 
 
■第 25回津島東高校ＩＡＣ例会 
 と き：7月 26日（水）13：40 
 ところ：津島東高校北館 2中教室 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

夫 人  

水野憲雄夫人( 2日）   伊藤哲朗夫人( 2日） 

根﨑健一夫人( 9日）   伊藤 誠夫人(10日）  

児玉 昭夫人(22日）     中野義光夫人(29日） 

伊藤雅昭夫人(30日）    前田昭生夫人(31日） 

 

結婚記念日祝福 

生田達一君( 6日）       篠田 廣君（20日） 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 2760地区第 28回ＩＡＣ年次大会 

 7 月 17 日(月・

海の日）に、地区

インターアクト

クラブ年次大会

が春日井市民会

館大ホールにて

開催され、猪飼充利幹事が出席しました。春日丘

高校ＩＡＣがホストとなり、テーマは「いんたぁ・

ねっと」と掲げられました。津島東高校ＩＡＣは、

津島市のゆるキャラ 3 体を披露し、尾張津島天王

祭等のＰＲをしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 梅雨明け 2日目の 7月 20日（木）、猛暑の桑名

ＣＣで今年度初のゴルフ会を開催。8人が参加し、

高木輝和君が優勝しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 高木輝和 50 49 99 20 79 

2 位 三谷栄一 45 51 96 17 79 

3 位 伊藤幸蔵 50 54 104 22 82 

 

伊藤哲朗副会長 横井知代君   田中正明君 

英語の歌は特にクチパク多数 

飯村理会場委員長 

浅井彦治直前会長 吉田康裕幹事

エレクト 

住田正幸Ｓ.Ａ.Ａ.

と山田勝弘クラブ

奉仕委員長 

 会場委員会、 

がんばります！ 

 会長終わった。

ざまーみろ!! 

 次年度幹事

だぜ!! 

宅見康悦君、根﨑健一君、前田昭生君 


