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本日の行事予定 (2018 年 4 月 20 日) 

第 3147 回例会 

卓話担当：柴田伸彦君 

演  題：「配電設備の故障発生から 

復旧について」 

 
先回の記録（例会） 

第 3146 回 ’18 年 4 月 6 日（金）晴れ 

卓話担当：矢田潔君 

講  師：2018-19年度ガバナー 

      村井總一郎氏（豊橋ＲＣ） 

演  題：「雑感・ロータリーとは」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 

ソングリーダー  田中正明君 

会 員 総 数   66名    3月 16日例会分訂正 
出席免除会員   22名     欠 席 会 員   17名 
本日出席会員   54名    MAKEUP 会 員   11名 
本日の出席率 81.82％    訂 正出席 率 96.77％ 

 

会長挨拶 

佐藤敬治会長 

本日は、この 7 月からガ

バナーになられる村井總一

郎君に卓話講師としておい

でいただきました。ガバナ

ーとしてではなく一人のロ

ータリアンとしてお話しい

ただけるとのこと、大変楽

しみにしております。 

 今月の 23日から 25日まで台北滬尾ＲＣ創立 12

周年のお祝いに、メンバー11名で行ってまいりま

す。1日目は式典に出席、2日目には、グローバル

補助金事業として進行中の高義國（クオイ）小学校

へ訪問する予定であります。高義國小学校は、台

北から南西に位置し、車で約 3 時間半かかるそう

です。100 人以上の子供たちがいて、15 名以上の

教師がいますが、地形的には山の中で、雨でも降

ろうものならぬかるみができ、また大雨の時には

がけ崩れが頻繁に起き、生徒達の登校もままなら

ない状態であるようです。そのような環境下、台

北滬尾ＲＣが、グローバル補助金を活用し、人道

プロジェクトの申請を行い高義國小学校のＩＴ授

業が実現することになりました。このプロジェク

トは、6段階で実施されています。 

1. 6 つの教室のデジタル環境とプラットフォー

ムを構築する。 

2. 教師のためのさまざまなチームを設立し、コ

ースを開発する。 

3. 教師プログラムと活動を実施する。 

4. デジタル教室の実験コースを実施する。 

5. 現場での学習と交流活動の実施。 

6. 現在の成果と他者との経験を有する。 

以上が高義国小学校におけるグローバル補助金

事業の概略です。24日、台北滬尾ＲＣのメンバー

とともに現地における寄付式へ参加してまいりま

す。後日、そのときの模様を報告する予定であり

ます。 

 だいぶ前のことになりますが、矢田潔さんから

4 月の初めに卓話の担当に指名されたが、どなた

かお願いできないかなというお話がありました。

今年度の初めから、ガバナーエレクトであります

旧知の村井總一郎君に、機会がありましたら是非、

津島ロータリークラブへ来ていただきたいと願っ

ていましたので、すぐ村井君に連絡し、スケジュ

ールをお聞きしましたところ快くお引き受けいた

だき、今日の日を迎えたところです。村井君は私

どもの醸造業とは密接な関係があります種麹のメ

ーカーであり、大変な老舗でありまして村井君で

28代目だそうです。村井君と小生は、20代の半ば

から業界の組合青年部会でともに親交を温めてき

ました。温厚な性格で、なおかつ勉強家でして、

気象予報士、ビオトープ管理士の資格も有し、理

学博士でもあります。豊橋ロータリークラブの所

属で、クラブ幹事、会長を経て今年度ガバナーエ

レクトとして活躍してみえます。今年の 1 月 14

日より 1 週間アメリカのサンディエゴでＲＩ国際

協議会、いわゆるガバナーエレクト研修会にご夫

婦ともども参加されたそうです。この 1 年間、健

康に留意され、ガバナーとしてのご活躍祈念して

おります。 
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幹事報告 

猪飼充利幹事 

① 本日例会終了後、2Fにて

4 月度理事会を開催しま

す。役員・理事・委員長

の方々は出席をお願いし

ます。 

② 4/11㈬、第 2回次年度理

事予定者会議が、18時よ

り「魚しま」で開催されます。 

③ 4/15㈰、地区研修・協議会が 13時よりホテル

ナゴヤキャッスルで開催されます。尚、11:45

から友愛の広場で昼食、17:30 から二次会を

「点(トモル)」で準備しております。 

④ 4/19㈭、地区米山奨学生オリエンテーション

が開催されます。 

⑤ 本日、『ロータリーの友』4 月号を配布して

おります。また『ガバナー月信』『 The 

Rotarian』4月号を回覧しております。 

⑥ 横井知代さんの義父であり、横井愛知県議会

議員のお父様である横井保様88歳が5日ご逝

去されました。 

 
ニコボックス報告 第 3146回分 

加藤隆朗ニコボックス委員長 

村井總一郎君（2018-19 年度

ガバナー・豊橋ＲＣ) 卓話に

お伺いしました。本日も次年

度もよろしくお願い致します。 

佐藤敬治会長、伊藤哲朗副会

長、猪飼充利幹事 ①本日の

卓話講師に村井總一郎 2018- 

19 年度ガバナーをお迎えし

て。②矢田潔君、本日の卓話よろしくお願いしま

す。 

矢田潔君 今日は大変お忙しい中、次年度村井ガ

バナーに卓話をお願いしました。また佐藤会長に

はお世話になりました。 

佐藤敬治君、相羽あつ子君、浅井彦治君、飯村理

君、生田達一君、加藤隆朗君、杦田勝彦君、鈴木

吉男君、住田正幸君、高木輝和君、山田公男君 本

日の卓話講師に村井總一郎 2018-19 年度ガバナー

をお迎えして。 

三谷栄一君 ①長男が日曜日に結婚式をあげます。

これからよろしくお願いします。②海外より無事

帰りました。 

神谷里明君 明日、娘の結婚式です。 

吉田康裕君 長女が、大学に入学しました。長男

が、小学校に入学しました。今日は入学式に出席

のため、例会を欠席することをお許しください。 

高木輝和君 孫が 3 人、それはそれなりに進学し

ました。 

浅井賢次君 ①4 月 1 日から天王川、神社へウォ

ーキングを開始、3 日坊主で終わることなく続け

る予定で頑張ります。②卓話が先週終わり、あり

がとうございました。写真が載りました。③事務

局の庄司さん、佐藤さんにお世話になりました。 

中村陽介君 4/6 付けで転勤となりました。名古

屋本部で勤務することとなります。約 2 年という

短い間でしたが、大変ステキな時間を共有させて

いただき感謝！感謝。4/20の例会が最終となりま

す。 

寺田晏章君 中村支店長、御栄転おめでとうござ

います。大変お世話になりました。御身体に気を

付けて益々の御活躍を祈念申し上げます。 

加藤則之君 寺島君に無理も聞いてもらい、大変

お世話になりました。 

高木輝和君 タイへ golf ツアーに参戦しました。

帰りに名古屋空港検疫所でマラリア、ジカ熱の疑

いで 1 時間程勾留されました。もう海外は行きま

せん。 

伊藤哲朗君、伊藤幸蔵君 プーケットでゴルフの

練習会に参加してきました。 

山田勝弘君 相の川桜祭り、無事終われそうです。 

宇佐美三郎君 もうすぐ藤まつりです。 

岡本康義君、柴田伸彦君、安江正博君 その他。 

 

卓 話 

卓話担当：矢田潔君 

講  師：2018-19年度ガバナー 

      村井總一郎氏（豊橋ＲＣ） 

演  題：「雑感・ロータリーとは」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日はロータリーの歴史的な成り立ちより、個

人奉仕の大切さをとらえ、日本においてロータリ

ーが発展してきた基本的な考え方をお話しし、最

後に最近の考え方について、雑感としてお話しさ

せていただきます。 

ロータリーの成り立ちは、1905年ポール・ハリ

スがシカゴで 4 人の仲間と社交クラブとして始め

ました。その後カーター事件により奉仕の大切さ

を感じ、親睦重視派と対立しながらも、奉仕活動

に目覚め、職業奉仕観を確立し五大奉仕を育てま

した。その根幹は奉仕の理念の奨励にあり、「超

我の奉仕を」というモットーが良く表しています。 

一方奉仕だけでなく、倫理観の確立もロータリ

アンの使命としました。すべての事業活動に『四
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つのテスト』という言葉で、その高潔性を問いか

けました。 

さらに、例会に出ることにより奉仕の理念を学

ぶ機会とする日本の例会の持ち方は、ロータリー

の日本での拡大に大いに貢献しました。 

しかし、民族や宗教、言語、地域、歴史、文化

など様々な国に、ロータリー活動が広がるととも

に、ロータリーの性格は変わってきました。国際

ロータリーは会員身分や例会開催の緩和を図り、

時代に適応し将来への備えのために定款を変更し、

多様性と柔軟性とによるクラブ運営と会員身分の

緩和を打ち出しました。 

さらに公共イメージと認知度の向上により、ロ

ータリーのブランド化による会員数の増加、奉仕

活動の充実を図りました。 

しかし、現実は会員が減少してきています。会

員減少がロータリーの危機の本質ではなく、一つ

の現象なのです。本当の危機はクラブの活動に魅

力がないことです。多様性と柔軟性は会員集めの

ためでなく、クラブの魅力アップとして考えては

どうでしょうか。会員増強が「増弱」とならない

ように、毎回の例会の充実と、多くの会員の出席

をお願いして、卓話の結びと致します。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
誕生日祝福（4月） 

中村陽介親睦活動委員 

安江正博君（ 3日） 

滝川林一君（ 3日） 

坂井  裕君（ 8日） 

杦田勝彦君（12日） 

宅見康悦君（25日） 

田中正明君（27日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夫 人 

鈴木吉男夫人（ 2日）  後藤 亨夫人（ 3日） 

幅  辰雄夫人（ 5日）   高木輝和夫人（10日）  

岡本康義夫人（18日） 

 

結婚記念日祝福 

水野憲雄君（ １日）   

住田正幸君（ 2日） 

鈴木吉男君（ 3日）   

松本浩義君（ 5日） 

田中正明君（14日）   

浅井彦治君（16日） 

河西あつ子君（17日）  

古川弘一君（19日） 

伊藤雅昭君（20日）   

柴田伸彦君（22日）   矢田  潔君（26日） 

安江正博君（29日）   寺田晏章君（30日） 

 
2018-19年度地区研修・協議会 

 4 月 15 日（日）、ホテルナゴヤキャッスルにて

2018-19 年度地区・協議会が開催されました。本

会議では 2017-18 年度の神野重行ガバナー、

2018-19 年度の村井總一郎ガバナーのお話を聞き、

各分科会に分かれて研修が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤哲朗副会長 

加藤則之会場 

副委員長 

2018-19 年度地区委員の 3 名に、村井ガバナー

エレクトより委嘱状をお渡しいただきました。 

浅井彦治地区職業奉仕委員 

相羽あつ子地区青少年奉仕委員(2年目) 

猪飼充利地区社会奉仕委員 

村井ガバ

ナーエレ

クトを囲

んで 

矢田潔君、村井ガバナーエレクト、 

佐藤会長、伊藤会長エレクト 

神野重行 

ガバナー 

村井總一郎 

ガバナー 

エレクト プログラム 

 市会…、 

じゃない、

司会です 

 私事です

が、人事

異動があ

りまして

… 



     

 

- 4 - 

第 3147 回例会                                                               

次回例会 

第 3148 回 ’18年 4 月 27 日（金） 

卓話担当：長田一郎君 

演  題：「長田広告㈱ 

     ～55年のあゆみと 

     100年へ向けてのこれから～」 

お知らせ 

■新旧合同役員・理事・委員長会議 

  と き：5月 8日（火）18：00 

  ところ：辰巳 

  その他：17：30にウール会館より 

      送迎バスが出発します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※津島ＲＣの会員 11名が、4 月 23～25日に台湾

を訪問し、台北滬尾ＲＣの創立 12 周年記念例

会に出席するとともに、翌 24 日にはロータリ

ー財団のグローバル補助金事業を行っている

山奥の高義國小学校へも視察に行きます。第 6

分科会のロータリー財団部門で、グローバル補

助金についての説明がありました。 

 

≪グローバル補助金の特徴≫ 

 大規模なプロジェクトに活用できる補助金 

 （事業予算は 30,000ドル以上の活動が対象） 

 2ヵ国以上のクラブまたは地区が参加する事業 

 6つの重点分野の内 1つ以上があてはまる事業 

 長期的かつ持続的に、効果が測定できる事業 

 申請時期：随時受付 

 事業期間：年度をまたぐ事業でも可能 

 地区からの補助金支給限度額は 50,000 ドル 

申請可能同額がロータリー財団本部から支給

される 

 クラブからの拠出なくても可能 

 

≪グローバル補助活用クラブ・委員会≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他、半田ＲＣが「地域と経済社会の発展」

のため 2016年 2月に申請、名古屋和合ＲＣも「地

域と経済社会の発展」で 2017年 6月に申請書を作

成中です。 

 

 

浅井賢次君 

 4月 11日㈬、安曇野市豊科

のあづみ野ＲＣの例会に出席

して、バナー交換をしました。

皆さんにとても温かく歓迎さ

れ、私にも時間をくださって、

私も設立に協力した南安曇農

業高校インターアクトクラブ

についてお話をしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 快晴の 4月 12日㈭、桑名ＣＣでのゴルフ会には

14 人が参加、篠田廣君が優勝しました。次回は 5

月 17日㈭のあま・津島ＲＣ合同ゴルフ大会です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 篠田 廣 40 40 80 2 78 

2 位 吉田康裕 47 41 88 9 79 

3 位 伊藤幸藏 49 48 97 17 80 

 

クラブ・委員会 承 認 6 つの重点分野 

津島ＲＣ 2017年 9 月 
基本的教育と識

字率向上 

名古屋大須ＲＣ 2017年 10月 水と衛生 

国際奉仕委員会 2017年 3 月 母子の健康 

国際奉仕委員会 2017年 11月 
疾病予防と治療 

母子の健康 

名古屋清須ＲＣ 2018年 4 月 水と衛生 

ﾎﾟﾘｵ/VTT 委員会 2018年 3 月 疾病予防と治療 

 

Photo by Yoshida 

& Yamada 

 

 元気に出席

したで～ 


