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本日の行事予定 (2017 年 9 月 1 日) 

第 3119 回例会 

卓話担当：鶴見治貞君 

講  師：ラジオパーソナリティ 

長谷川ぱんだ氏 

演  題：「食後の音楽のひととき パートⅡ」 

 
合併号 

先々回の記録（例会） 

第 3117 回 ’17 年 8 月 18 日（金）晴れ 

≪会員増強・新クラブ結成推進月間≫ 

・卓話担当：会員増強委員長 八谷潤一君 

演  題：「会員増強について」 

・講  師：津島東高校ＩＡＣ顧問 

       吉田 進先生 

       園田綺美先生 

演  題：「ＩＡＣ活動報告」 

・講  師：津島市学芸員 佐藤路子氏 

愛西市学芸員 羽柴亜弥氏 

演  題：「書籍『天王まつり』について」 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 
ソングリーダー  杦田勝彦君 
ビ ジ タ ー 太田吉宣君（尾張中央ＲＣ） 
    松浦正義君（尾張中央ＲＣ） 
会 員 総 数  67名   7月 21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  54名    MAKEUP会 員   10名 
本日の出席率 80.60％   訂 正出席 率 96.83％ 
超 過 出 席 佐藤敬治君、猪飼充利君、浅井彦
治君、幅辰雄君、飯村理君、伊藤誠君、加藤隆朗
君、野々山勝也君、杦田勝彦君、寺田晏章君、宇
佐美三郎君、山本達彦君、横井知代君、吉田康裕
君（第 2 回役員・理事・委員長会議）、佐藤敬治
君、伊藤哲朗君、猪飼充利君、服部貴君、伊藤基
君、鈴木吉男君、田中正明君、山田公男君（第 17
回天王子ども塾第 2 部）、佐藤敬治君、伊藤哲朗
君、猪飼充利君、伊藤誠君、加藤則之君、野々山
勝也君、寺田晏章君、寺島淳一君、山田勝弘君、
横井知代君（創立 65周年実行特別委員会）、佐藤
敬治君、猪飼充利君、大河内勝彦君、柴田伸彦君、
鈴木吉男君、山田勝弘君（親睦活動委員会）、八

谷潤一君（地区会員増強セミナー）、鈴木吉男君
（地区各クラブのための危機管理研修会）、伊藤
基君、鈴木吉男君、佐藤敬治君（第 25回津島東高
校ＩＡＣ例会）、伊藤誠君（2017-18 地区国際奉
仕委員長会議） 

 
会長挨拶 

佐藤敬治会長 

本日は、津島東高校ＩＡＣ

顧問の吉田・園田両先生に来

ていただいております。平素

はＩＡＣに対しまして、ご協

力、ご指導をいただいており

ますこと、お礼申しあげます。

先月 26日より 8月 3 日まで 9日間にわたり、2年

生の生徒さん 2 人がオーストラリア・パースへＩ

ＡＣ海外派遣研修に行ってくれました。2 人とも

元気に無事に帰国され、お礼を兼ねて後日、当ク

ラブへ報告にきてくれると思います。 

 また本日は、津島市教育委員会の佐藤さん、愛

西市教育委員会の羽柴さんにも来ていただき、先

般発刊しました書籍『天王まつり』についてお話

し願います。 

 会員増強委員会の八谷委員長も卓話担当として、

お話してくれます。毎年のガバナーの重点項目の

一つであります会員増強、永遠のテーマですがよ

ろしくお願いいたします。 

 本日は、味についてお話しいたします。五味（基

本味）という言葉があります。味蕾（みらい）から

味覚神経を伝わって脳で認識できる、味覚の根本

となる 5つの要素、味を指します。 

「甘味・塩味・酸味・苦味・うま味」の五つをい

います。 

○うま味  

 うま味の種類には、いろいろなものがあります

が、昆布に多く含まれるグルタミン酸、かつお節

や肉類に含まれるイノシン酸、しいたけのグアニ

ル酸等があります。うま味単体ですと意外と変な

味に感じられますが、塩味などの他の味と合わさ

ることによって、おいしさを引き立てる味覚です。
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要するに相乗効果があり、合わさることでより強

くうま味を感じることができます。 

○辛味、渋味  

 今はやりの辛味・渋味は五味には入りません。

これらは、「味覚」ではありません。例えば五味

は舌の上にあるセンサーである味蕾を構成する味

細胞から受容されますが、辛味は別のところから

知覚されます。辛味は味細胞ではなく温覚や痛覚

などの「感覚」で、熱い、冷たい、痛い……そう

いった感覚を刺激して総合的に感じる味です。 

 昨今、世界で日本食ブームと言われ、食の安全

性の面からも認められていますが、このうま味こ

そ広く世界に普及してきた原点であると思います。 

○甘味  砂糖、チョコレート、ケーキ、饅頭、

アイスクリーム 

○塩味  塩、醤油、みそ汁、ポテトチップス 

○酸味  酢、梅干し、レモン、みかん 

○苦味  コーヒー、ビール、ピーマン 

○うま味 昆布だし、かつおぶし 

【味蕾】 

 食べ物の味を感じる小さな器官です。人間の舌

には約 10,000 個の味蕾があります。花の蕾（つぼ

み）をしています。 

 
幹事報告 

猪飼充利幹事 

① 本日例会終了後、2Fにて 8

月度理事会を開催します。

役員・理事・委員長の方々

は出席お願いします。 

② 来週 25 日（金）は例会変

更で次回の例会は 28 日

(月)となります。あまＲＣ

との合同のガバナー公式訪問例会です。12:30

～名鉄グランドホテルにて開催します。当日は、

写真撮影がありますのでネクタイ着用でお願

いします。 

③ 8/26(土)、熊本県で「ロータリー米山記念奨学

会財団設立 50 周年記念大会～世界米山学友に

よる感謝 in 熊本～」が開催されます。ＡＮＡ

クラウンプラザホテル熊本での開催ですが、当

クラブからは長田一郎君が出席します。 

④ 8/27（日）第 7 期 2760 地区ＲＬＩ会長エレク

ト研修パートⅠが星城大学リハビリテーショ

ン学院で開催されます。伊藤哲朗会長エレクト

が出席されます。 

⑤ 次回の当会場での例会は、9/1（金）です。例

会終了後 9月度理事会を開催します。 

 
ニコボックス報告 第 3117回分 

加藤隆朗ニコボックス委員長 

太田吉宣君、松浦正義君（分区ゴルフ実行委員

会・尾張中央ＲＣ） ①西尾張分区親睦ゴルフ大

会の案内に来ました。よろしくお願いします。 

佐藤敬治会長、伊藤哲朗副会

長、猪飼充利幹事 ①西尾張

分区ＩＭ実行副委員長の松浦

正義君と、分区親睦ゴルフ大

会幹事の太田吉宣君をお迎え

して。②本日の卓話講師に津

島市学芸員の佐藤路子氏、愛

西市学芸員の羽柴亜弥氏をお

迎えして。③本日の卓話講師に津島東高校インタ

ーアクトクラブ顧問の吉田進先生と園田綺美先生

をお迎えして。④八谷潤一会員増強委員長、本日

の卓話よろしくお願いします。 

飯村理君、山田勝弘君、吉田康裕君 西尾張分区

ＩＭ実行副委員長の松浦正義君と、分区親睦ゴル

フ大会幹事の太田吉宣君をお迎えして。 

生田達一君、杦田勝彦君、長田一郎君、中村陽介

君、松本浩義君、八谷潤一君 本日の卓話講師に

津島市学芸員の佐藤路子氏、愛西市学芸員の羽柴

亜弥氏をお迎えして。 

伊藤基君、加藤則之君、寺島淳一君、根﨑健一君、

服部貴君、幅辰雄君、山田公男君 本日の卓話講

師に津島東高校インターアクトクラブ顧問の吉田

進先生と園田綺美先生をお迎えして。 

伊藤哲朗君 長男一族の命が助かりました！ 

高木輝和君 岡本さん、久しぶりです。これから

も出席よろしくお願いします。 

八谷潤一君 本日卓話を担当します。 

加藤隆朗君 神谷病院長様、昨日は海部歯科医師

会の懇談会にご出席いただきありがとうございま

した。その後に伊藤哲朗君、中野義光君にお世話

になりました。 

宇佐美三郎君 先日、長田さんのミャンマーでの

活躍のＤＶＤを見させていただきました。 

岡本康義君 高木さんにお世話になりました。 

柴田伸彦君 写真掲載ありがとうございます。 

住田正幸君、加藤隆朗君、稲川明俊君、山田公男

君 写真がのりました。 

長田一郎君、稲垣宏高君、後藤亨君、野々山勝也

君 その他。 

 

卓 話 

≪会員増強・新クラブ結成推進月間≫ 

卓話担当：会員増強委員長 八谷潤一君 

演  題：「会員増強について」 

  

先日の地区会員増強セミナ

ーの話をさせていただきます。

今年度は若い人や女性を増強

してロータリークラブを活性

化しようというお話でした。

世界のロータリークラブは女

性会員が 20％ほどですが、日

本は 3～4％と非常に女性会員が少ない。かつて女

性はロータリーに入れなかったそうですが、多様
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性を求めるロータリークラブですので、やってい

こうということでした。 

 会員数は西尾張分区では一宮が 102名、津島 66

名、尾西 21 名、一宮北 39 名、稲沢 46 名、あま

78名、名古屋清須 30名、尾張中央 30名、一宮中

央 43名で、津島ＲＣは西尾張分区で 3番目にメン

バーが多いクラブで、尾張全体（南・東尾張分区）

でも一宮、あま、津島とメンバーが多いというこ

とでした。 

 津島ＲＣはあまりメンバー数が変わっていませ

ん。私が入会した 12 年前は 78 名でしたが、津島

ＲＣは途中退会が少なく自然減の傾向があるよう

です。若い人を増強すれば、途中退会しなければ

メンバーの減少を防げるだろうと思っております。 

今年度は 3名純増を目標にして、現在 67名です

ので 70名ということで、8名ほど今お声かけをし

ております。最低でも 3名、多くて 5～6名の増強

につとめてまいりたいと思います。 

津島ＲＣは皆さん優しい人ばかりなので、一度

も退会しようと思ったことはありません。クラブ

の特色というか、新しい会員を本当に大事にして

くれるクラブでありがたく思っています。私も物

故会員にならないよう(笑)にと思っております。

津島ＲＣのメンバーは遊びも仕事も一生懸命、精

神的にも体力的にも持続されています。私もそろ

そろゴルフを再開しようかと思っております。10

年、20年後には優しくて頼りになる先輩になるこ

とを目指して、会員増強にも頑張っていきたいと

思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 
青少年奉仕委員会 

担  当：青少年奉仕副委員長 伊藤基君 

講  師：津島東高校ＩＡＣ顧問 

吉田 進先生 

園田綺美先生 

演  題：「ＩＡＣ活動報告」 

  

 

 

 

 

 

 

 

今年も海外派遣研修に影山夢生さん

と山田晴日さんの2人が参加させていた

だきましたが、今日は補習授業の第 1 日目で来ら

れませんでしたので、のちほどメッセージを代読

させていただきます。また、オーストラリアのお

土産をお持ちしました。 

 7 月にインターアクトクラブの地区年次大会が

ありまして、本校は津島市の紹介ということで、

生徒たちの発案で参加者に楽しんでもらおうと、

ゆるキャラの「つし丸」「マッキー」「ふじか」

を借りて欲しいというので、私(吉田)の車で運び

ました。最後にベストパフォーマンス賞をいただ

きました。 

（海外研修オーストラリア・パースのホストファ

ミリー等の写真紹介） 

【影山夢生さんメッセージ】 

 オーストラリアの海外研修に行かせていただき、

本当にありがとうございます。なかなかできない

貴重な体験ができました。出発の日、朝早いのに

もかかわらず空港まで見送りにきていただき、あ

りがとうございました。 

初めてなので緊張はありましたが、馴れるにつ

れてホストファミリーともコミュニケーションで

きるようになりました。現地の学校ではたくさん

友達を作るように言われて、とても楽しむことが

できました。今回の研修で出会うことができた 30

人の仲間とも団結を深めることができ、これ以上

ない喜びです。この貴重な経験をこれからも生か

していけるようにしたいと思います。本当にあり

がとうございました。 

【山田晴日さんメッセージ】 

 今回の海外派遣研修に参加させていただき、あ

りがとうございました。初めての海外でしたが本

当に楽しい 9 日間を過ごすことができました。オ

ーストラリアで直接かかわることで、文化の違い

がわかり、会話することの難しさを知りました。

このような貴重な体験をさせていただき、感謝の

気持ちでいっぱいです。この経験を生かして、た

くさんの方々を笑顔にできるように、全力で活動

していきますので、これからもよろしくお願いい

たします。 

 
書籍『天王まつり』解説 

講  師：津島市学芸員 佐藤路子氏 

愛西市学芸員 羽柴亜弥氏 

演  題：「書籍『天王まつり』について」 

 

【ユネスコ無形文化遺産登録を受けて】 

 2016 年 12 月 1 日に、

「尾張津島天王祭の車楽

舟行事」、「須成祭の車

楽船行事と御葭流し」を

含む日本の 33 の「山・

鉾・屋台行事」がユネス

コ無形文化遺産に登録さ

れました。 

 とりわけ愛知県は 33

行事のうち、5 つの行事

が開催されているため、大村愛知県知事のもと「山

車まつり日本一協議会」を設立し、祭礼行事の保

護・活用をしていこうとの機運が高まっています。 

 今後この文化遺産を後世に伝え、日本国内のみ

ならず世界へ祭礼を広めていくためには、まず「知

る」ということが大切です。本書は、ユネスコ無
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形文化遺産登録を記念し、海部津島地域で登録さ

れた尾張津島天王祭・須成祭について、広く知っ

ていただこうと思い作成しました。 

【本書の特徴】 

１、全国の天王祭祭礼行事を紹介 

  ○尾張津島天王祭・須成祭をメインに詳細な

解説。 

  ○2017年 3月「尾張西部の子供ザイレン」が、

国の記録作成の措置を講ずべき無形の民俗

文化財に指定された。 

  →天王信仰と深い結びつきがある、この祭礼

についても紹介。 

  ○全国各地で行われている天王祭礼行事にも

触れている。 

  →全国の天王祭礼行事を 1 冊に網羅するのは

初の試み。 

２、充実した資料編 

  ○能人形置物一覧・能演目解説。 

  →毎年クジによって決められ、朝祭の車楽舟

に置かれる能人形の一覧を作成。その演目

の解説も掲載。 

  ○祭礼関係年表 

  →津島神社、祭礼に関わる事柄を年表にまと

め、尾張津島天王祭の変化や、同時期にど

のようなことが起こったのかを調べられる。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
先回の記録（例会） 

第 3118 回 ’17 年 8 月 28 日（月）晴れ 

― あまＲＣ合同 ― 

≪ガバナー公式訪問例会≫ 

於：名鉄グランドホテル 11 階「柏の間」 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 
ソングリーダー  山田尊久君（あまＲＣ） 
ゲ ス ト 第 2760地区ガバナー 
        神野重行君（名古屋名駅ＲＣ） 
    第 2760地区幹事 
        加藤定伸君（名古屋名駅ＲＣ） 
会 員 総 数  67名   7 月 28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  40名    MAKEUP 会 員    8名 
本日の出席率 59.70％   訂 正出席 率 96.83％ 
超 過 出 席 佐藤敬治君、猪飼充利君、伊藤哲
朗君、吉田康裕君（会長・幹事懇談会）、浅井彦
治君、幅辰雄君、飯村理君、猪飼充利君、稲垣宏
高君、伊藤誠君、加藤隆朗君、中村陽介君、野々
山勝也君、佐藤敬治君、柴田伸彦君、住田正幸君、
田中正明君、寺田晏章君、宇佐美三郎君、山田勝
弘君、山本達彦君、横井知代君（クラブ協議会） 

 
会長挨拶 

立松絹久あまＲＣ会長 

皆様、こんにちは。本日はガバ

ナー公式訪問例会ということで、

津島ロータリークラブの皆様と

の合同例会になります。神野重行

ガバナー、加藤定伸地区幹事、よ

うこそ、あま・津島ＲＣ合同例会

にお越しくださいました。 

また、津島ロータリークラブの皆様には親クラ

ブということもあり大変お世話になっているので

すが、ガバナー公式訪問での合同例会でしかなか

なかお会いできるチャンスがないことを寂しく思

っております。何か協力して事業ができる機会が

あればと思っています。佐藤敬冶会長、猪飼充利

幹事はじめ津島ロータリークラブの皆様、本日は

よろしくお願いします。 

また、今年度津島ロータリークラブが創立 65

周年を迎えられるとのことで誠におめでとうござ

います。あまロータリークラブも来年で 50周年を

迎えることになりました。親クラブである津島ロ

ータリークラブの皆様の背中を見ながら頑張って

いきたいと思います。 

例会開催前にガバナーより懇談の時間を設けて

いただき、ＲＩの方針、地区の方針等についてい

ろいろとお話をお聞きすることができました。誠

にありがとうございました。これからのクラブ運

営の参考にさせていただきたいと思っております。

あまロータリークラブにおきましても「会員増強」

を最重点項目と考えておりまして、ただ会員数を

増やすだけでなく、会員の質を強化するという本

伊藤哲朗副会長 ソングリーダー 

杦田勝彦君 

西尾張分区親睦ゴルフ実行委員 
会の松浦正義君と太田吉宣君 
     （尾張中央ＲＣ） 

 分区親睦ゴルフ 

頑張るで～ 

猛暑でも 

チョー元気な高木輝和君↑ 

 分区親睦ゴルフ大会は 10月 17日(火)愛知カン

ツリー倶楽部で開催します。4組の方にご参加

いただけるとありがたい。女性は 5,000 円割

引、豪華な景品をそろえ、各クラブ上位 4名対

抗戦を用意してます。ぜひ多くのご参加を！ 
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当の意味での会員増強に取り組んでいきたいと考

えております。この後、神野重行ガバナーより貴

重なお話をいただけると思いますので、楽しみに

したいと思います。 

あまロータリークラブも地区の一員として 50

周年に向けて頑張っていこうと思っておりますの

で何卒よろしくお願いします。 

本日はありがとうございます。簡単ではござい

ますが会長挨拶とさせていただきます。 

 
ニコボックス報告 第 3118回分 

加藤隆朗ニコボックス委員長 

佐藤敬治会長、伊藤哲朗副会長、猪飼充利幹事 

①神野重行ガバナー、加藤定伸地区幹事をお迎え

して。②あまＲＣさん、お世話になります。 

相羽あつ子君、飯村理君、伊藤誠君、伊藤祥文君、

加藤泰一郎君、加藤隆朗君、柴田伸彦君、杦田勝

彦君、幅辰雄君、矢田潔君、山田勝弘君 神野重

行ガバナー、加藤定伸地区幹事をお迎えして。 

 
ガバナー講話 

第 2760地区ガバナー 神野重行君 
※神野ガバナーより、お礼状が 

  届きました。紙面の都合上、 

抜粋させていただきました。 

 日頃は、当地区ロータリー

活動にご尽力いただき誠にあ

りがとうございます。 

このたびの公式訪問では、

皆様の温かいおもてなしとご

配慮を賜り、ホストクラブを

お努めいただきましたあまロータリークラブの皆

様はじめ、津島ロータリークラブの皆様には、例

会変更のご協力をいただき、誠にありがとうござ

います。 

 公式訪問に際し、両クラブからロータリー財団、

米山奨学会へ多額のご寄附ならびに贈呈式まで執

り行っていただき、重ねましてお礼を申し上げま

す。 

 あまクラブさんは来年創立 50周年、津島クラブ

さんは今年度創立 65周年をお迎えになり、一方で

は戦略委員会もすでに稼働し、女性会員も在籍さ

れておられるという、歴史と伝統を重んじながら

も、ロータリーの将来を見据えた柔軟な活動状況

を伺い、とても感心をいたしました。 

 あらためまして両クラブの歴史に敬意を表しま

すとともに、伝統ある親子クラブを訪問でき、大

変有意義な名公式訪問となりましたことに感謝申

し上げます。 

 各クラブにおかれましては、今の活動を継続、

発展いただき、ロータリー活動に楽しみを見い出

していただければ幸いです。「今日からのロータ

リーを楽しもう！」をもとに、実りある 1 年とな

ることを期待いたします。（後略） 

 

お礼の言葉 

佐藤敬治津島ＲＣ会長 

本日は、神野重行ガバナー、

加藤定伸地区幹事さんにおかれ

ましては、お忙しいところ、会

長・幹事懇談会に引き続きまし

て、津島・あま両クラブの合同

例会へ訪問いただき、大変貴重

なご意見、ご指導を賜りました

こと、厚くお礼申しあげます。

ご教示いただきましたことを、これからのクラブ

運営に活かしてまいる所存であります。 

 また、今回の合同例会に関しまして、あまＲＣ

さんには、いつもながら会場の設営及びホストク

ラブとして、立派な運営をしていただきましたこ

と、重ねてお礼申しあげます。 

 本年、津島ＲＣは創立 65周年の年にあたります。

また、来年は、あまＲＣ創立 50周年という大きな

節目の年を迎えられます。このように歴史と伝統

ある両クラブは、より一層の絆を深め、共に発展

してまいる所存であります。今後ともより一層の

ご指導ご協力をお願い致します。 

 神野ガバナーにおかれましては、本日で 33訪問

中の 3 番目と聞いております。まだまだ始まった

ばかりでありますが、お体に気をつけていただき、

ますますのご活躍とご健勝であられますことを心

より祈念申し上げ、本日のお礼の言葉に代えさせ

ていただきます。 

 
会長幹事懇談会 

 例会前に、あまＲＣと津島ＲＣの会長幹事が、

神野重行ガバナー、加藤定伸地区幹事と、各クラ

ブの活動や状況をお話ししたり、ご指導をいただ

いたり和やかな懇談会となりました。津島ＲＣか

らは書籍『天王まつり』を皆さんに贈呈しました。 

 

 

 

 

 

 

 
目録贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津島ＲＣ佐藤会長、

あまＲＣ立松会長

より神野ガバナー

へ、それぞれロータ

リー財団と米山記

念奨学会へのガバ

ナー訪問記念寄付

金目録をお渡しし

ました。 
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次回例会 
第 3120 回 ’17 年 9 月 15 日（金） 
卓話担当：余郷達也君 
講  師：津島公共職業安定所 
     所長  
演  題：「人材が集まる企業とは」 

お知らせ 
■休会 

   9月 8日（金）定款 6-1 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

65周年実行特別委員会 

 例会終了

後、名鉄グ

ランドホテ

ル担当の酒

井さんを交

えて 65 周

年記念例会実行委員会が行われました。 

 
米山記念奨学会財団設立 50周年記念 

米山学友合同懇親会『感謝 in熊本』 

＆世界米山学友会設立式典（8月 26日･土) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 8月 24日(木)、桑名ＣＣにてゴルフ会が開催さ

れました。猛暑で熱中症厳重警戒の中、当初 12

人参加しましたが、熱中症予防のため 2 人がハー

フで終了しました。優勝は、幅辰雄君でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 幅 辰雄 43 45 88 14 74 

2 位 三谷栄一 44 48 92 15 77 

3 位 山本達彦 47 42 89 12 77 

 

佐藤会長、伊藤幸蔵元会長、猪飼幹事、住田 S.A.A. 

【お食事中の皆さん】 
 

若林紀男米山奨

学会副理事長

（大阪東ＲＣ） 
 

長田一郎君と黄麗容(Wong Lai 

Yong)マレーシア学友会会長 

長田一郎君が出席して、長田マ

レーシアの顧問に会いました。 

 みんな元

気でなに

より！ 
 

 パンが

美味い 
 

 冷たいス

ープもい

いね 
 

たまにはホテル食もええねー 
 


