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本日の行事予定 (2018 年 6 月 29 日) 

第 3156 回例会 
≪納 会≫ 

 
先回の記録（例会） 

第 3155 回 ’18 年 6 月 22 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  山田勝弘君 

ゲ ス ト  入会予定者 則武克也氏 
会 員 総 数   67名    6月 1日例会分訂正 
出席免除会員   21名    欠 席 会 員    12名 
本日出席会員   54名    MAKEUP 会 員     8名 
本日の出席率 80.60％    訂 正出席 率  98.41％ 
超 過 出 席  佐藤敬冶君、猪飼充利君、相羽あ
つ子君、吉田康裕君、幅辰雄君、飯村理君、加藤
隆朗君、杦田勝彦君、寺田晏章君、山田勝弘君（第
15 回役員理事委員長会議）、相羽あつ子君（地区
インターアクト委員会）、佐藤敬冶君、猪飼充利
君（第 3回西尾張分区会長・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。各委員長さ

ん方、今年度 1 年間の活

動報告とご意見を忌憚な

くお話しいただきますよ

う、よろしくお願い致し

ます。1 年間それぞれ素晴らしい委員会活動を展

開していただきましたこと、感謝申し上げます。 

 また、新メンバーとして、加東育郎君をお迎え

することができました。年度末ぎりぎりでの増員

です。ご活躍を期待しております。 

 今日は、食品のロスについてお話しいたします。

日本国内における年間の食品廃棄量は、食料消費

全体の 3割に当たる約 2800 万トンで、このうち売

れ残りや期限を超えた食品、食べ残しなど、本来

食べられたはずの、いわゆる「食品ロス」は約 632

万トンとされています。日本人 1 人あたりに換算

すると、毎日お茶碗 1 杯分(約 136ｇ)のご飯の量

を捨てていることになります。世界中で飢饉に苦

しむ人々に向けた食糧援助量（平成 26 年で年間

320万トン）を大きく上回る量です。 

 日本の食料自給率は、平成 27 年度で 39％、大

半を輸入に頼っていますが、その一方で食べられ

る食料を大量に捨てているのが現実です。もった

いないことです。食品メーカーやおろし、小売店

では、いわゆる 3 分の 1 ルールなどで返品される

ことがありますが、これらは全く問題なく食べら

れるものです。近年では「食品ロス削減のための

商習慣検討ワーキングチーム」が立ち上がり、そ

の見直し等検討されつつあります。 

 家庭においても食品ロス全体の約半数にあたる

年間 302 万トンが発生しています。食材別にみま

すと最も多いのは野菜、次いで調理加工品、果実

類、魚介類です。 

食べずに捨てた理由としては、「鮮度の低下、

腐敗、カビの発生」「消費期限・賞味期限が過ぎ

た」などが挙げられています。 

海外では、色々な対策がなされていまして、た

とえば、 

アメリカ：持ち帰りドギーバッグの浸透。食べ残

し食品の持ち帰り容器（ドギーバッグ）

をいいます。犬用に持って帰るドギー

バッグ 

フランス：「食品廃棄禁止法」の制定。大型スー

パーの売れ残り、賞味期限切れの食品

の廃棄禁止し、量に合わせて罰金を科

す。余った食品は貧困層へ届くようボ

ランティア団体に寄付しています。 

デンマーク：賞味期限切れもしくは包装に傷や汚

れのある食品専門スーパーをボランテ

ィア団体が運営しています。最大半額

で販売。 

スペイン：連帯冷蔵庫の設置。余剰食品、賞味期

限の近づいた食品をこの冷蔵庫に入れ

貧困者にわたるようになっています。 
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各国では色々な対策が講じられていますが、日

本では、3 分の 1 ルールや衛生面での問題が壁と

なって、遅れているのが現実です。 

次に、消費期限と賞味期限との違いをお話しい

たします。 

消費期限は、安全に食べられる期限（期限を過

ぎたら食べない方が良い）を言います。お弁当、

サンドイッチ、生めん、ケーキなど傷みやすい物

に設定されています。賞味期限は、品質が変わら

ずにおいしく食べられる期限のことを言います。

カップ麺、缶詰、ペットボトル飲料、みそ、しょ

うゆに適用されています。 

賞味期限のない食品は、アイスクリーム、昆布、

はちみつ、ガム、梅干し、ウイスキー、泡盛、砂

糖、塩、野菜、果物（例外：かんきつ類、バナナ）

があります。 

いずれに致しましても、食品のロスは、各家庭、

各人が気をつけて減らしていくことが大事であろ

うと思います。常に「もったいない」気持ちを心

がけていきましょう。 

 
幹事報告 

猪飼充利幹事 

① 本日はクラブアッセ

ンブリです。会報用原

稿は、6/25㈪までに事

務局へご提出くださ

い。 

② 本日、加東育郎君の入

会式を執り行います。 

③ 6/26㈫桑名ＣＣで、本年度最後となる会長杯

のゴルフコンペが開催されます。夜は木曽路

津島店にて打上げを行いますが、17:30 ウー

ル会館からバスが出ます。 

④ 次週 6/29㈮は、納会です。当日はお弁当を用

意しておりますのでご欠席の方は、6/25（月）

までに必ず事務局へご連絡下さい。 

⑤ 6/29㈮18:00～、本年度理事会の打上を「今半

ミッドランドスクエア店」で開催します。 

⑥ 名古屋名駅ＲＣから、6/27 の例会変更を休会

に変更するとの連絡がありました。ビジター

受付はありませんので、よろしくお願いしま

す。 

 
ニコボックス報告 第 3155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加東育郎君の入会を祝して。②本日のゲストに

則武克也氏をお迎えして。③本日はクラブアッセ

ンブリです。よろしくお願いします。 

伊藤彰浩君 則武さんをお迎えして。 

加東育郎君 この度津島ロータリークラブに入会

させていただきます。よろしくお願いします。 

相羽あつ子君、飯村理君、

稲川明俊君、住田正幸君、

長田一郎君、野々山勝也

君、野尻栄一君、山田勝

弘君、山田公男君 加東

育郎君の入会を祝して。 

伊藤哲朗君、浅井彦治君、

生田達一君、伊藤祥文君、

加藤隆朗君、加藤則之君、

小林啓子君、柴田伸彦君、寺島淳一君、長田一郎

君、幅辰雄君 ワールドカップロシア大会でのコ

ロンビア戦勝利、やったね‼ 

余郷達也君 無事に帰国しました。 

高木輝和君 アフリカから無事生還しました。 

篠田廣君、伊藤幸藏君、水野憲雄君、加藤則之君 

高木さん無地アフリカからお帰りなさい。 

後藤務君 浅井長老に気を使わせまして。 

長田一郎君 神谷先生、お世話になります。 

宇佐美三郎君 神谷先生にお世話になり、ありが

とうございました。 

伊藤祥文君 斎館が竣工しました。ありがとうご

ざいます。 

伊藤祥文君 吉田さん、ありがとうございました。 

伊藤雅昭君 その他。 

 
≪クラブアッセンブリ≫ 

稲垣宏高職業奉仕委員長 

 職業奉仕委員会はメンバー

の方に恵まれました。また、

職業奉仕月間の卓話は、結局

私自身でやりました。会報に

「職業奉仕に関するコラム」

を掲載することもできました。

皆様のご協力大変ありがとうございました。 

 

田中正明社会奉仕副委員長 

今年度は次の 3 つの事業を

行ないました。 

１．書籍『天王まつり』の 

  発行 2017年 7月 

茶会と茶室めぐり 

2017年 11月 5日 

（地区補助金事業） 

２．津島市立図書館及び愛 

 西市中央図書館に対する図書の寄贈（ロータ

リー文庫）2017年 11月 17日 

３．エコキャップ収集、彩雲館への持ち込み 

2018年 5月 11日 

昨年 11 月の「茶会と茶室めぐり」がもっとも

大きな行事でしたが、その節は皆様のご協力をい

ただきありがとうございました。「茶会と茶室め

ぐり」のような地域の方々と一緒になって行なう

イベントは、ロータリーの認知度を高め、地域の

方に親しまれるため、大変重要であると思います。 
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次年度以降も事業を継続していただき（もっと

も地区補助金事業ですので事業内容の記載は工夫

する必要がありますが）、私や今年度のメンバー

も協力していきたいと思っています。 

 

三谷栄一国際奉仕副委員長 

1. 国際交流 

・10月 14日の当クラブ創 

 立 65周年記念式典にご 

 出席いただいた姉妹クラ 

ブ・台北滬尾ロータリー 

クラブのメンバーと家族 

・友人 19名を迎えました。

記念式典以外にも昼食やＷＦＦの会場で当ク

ラブメンバーとの友好、親睦を深めることが

できました。 

・4月 23日～25日の 2 泊 3日の日程で台北を訪

問致しました。23日には、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」に佐藤会長はじめ 11名のメンバーにて参

加。また、翌 24 日には佐藤会長はじめ 10 名

のメンバーで、台北滬尾ロータリークラブと

のグローバル補助金事業「基本的教育と識字

率向上」の一環として、台湾桃園復興区の高

義國小学校の視察と譲渡式にも参加しながら、

両クラブの絆をより深めて参りました。 

このグローバル補助金事業に関しては、今後

も経過観察をしていく事業となりますが、次

年度の国際奉仕委員長は寺島淳一君に決定し

ており、前年度この事業を手掛けていただい

た委員長でもありますので、大変心強い限り

です。 

2. 海外メーキャップ 

  国際奉仕委員会メンバーの浅井賢次君や高木

輝和君をはじめとして多数の方に、海外メー

キャップを行っていただくことができました。

海外メーキャップをしていただいたメンバー

の皆様ありがとうございました。 

 

 今年度は義援金を募るような大規模な自然災害

等の発生はありませんでしたが、委員会メンバー

の皆様は勿論、クラブのメンバーの皆様に支えて

いただき無事年度を終えることができました。 

皆様、本当にありがとうございました。 

 

相羽あつ子青少年奉仕委員長 

 青少年奉仕委員会にはとて

も素敵なメンバーをそろえて

いただき、ありがとうございま

した。皆様の協力のお陰で 1年

間過ごすことができたと思っ

ております。 

 一番大きな事業で「天王子ども塾」の天王祭で

は、今年度初めて朝祭で観光船に乗って実際に見

ることができ、わかりやすい説明で、子供たちも

楽しむことができました。その折には委員会メン

バーをはじめ大勢の方にお手伝いや参加をしてい

ただきまして、ありがとうございました。 

 また、地区ＷＦＦの青少年奉仕で青少年フェス

タが行われたのですが、（津島ＲＣの）創立 65

周年式典と同じ日になりましたので、式典の方を

重視して青少年フェスタはＩＡＣの生徒さんだけ

の参加になりましたが、雨にもかかわらず皆さん

とても頑張って行ってきたようです。 

 海外派遣研修では、今年度 2 名の生徒が参加し

ました。帰国後、本当に成長できた姿を見ること

ができて良かったと思いました。 

 「茶会と茶室めぐり」では、私は茶室めぐり（瑞

泉寺）のほうにいましたので、茶会の方は見てい

ないのが残念ですが、ＩＡＣの生徒のお手伝いも

良かったとの報告を聞かせていただいております。 

 津島東高校ＩＡＣの悩みは、一般の生徒さんに

どんなクラブかわかりにくくて、クラブに入る生

徒が少ないことです。“ご褒美”がもらえると嬉

しい、提唱している津島ＲＣから、頑張っている

という表彰的なものを、(生徒の)みんなの前でい

ただけたら他の生徒にもわかってもらえて、活動

する生徒が増えるんではないかということですの

で、次年度からの青少年奉仕委員会の課題にして

いただけたらと思っております。 

 新年度始まってすぐ 7 月に活動があり、何もわ

からずバタバタして、後から何のことだったかわ

かるという状態でした。1 年、ありがとうござい

ました。 

 

佐藤敬治会長コメント  ちょうど来週の金曜

日にＩＡＣ例会があります。時間があれば参加

していただきたいと思います。 

 

宇佐美三郎ロータリー財団委員長 

 今年度 3 名以上のＲ財団寄

付というのは無事達成して 1

年間過ごすことができました。

これも長田一郎副委員長や伊

藤彰浩委員の助けがありまし

たことをご報告させていただ

きます。 

 

幅辰雄米山奨学委員長 

 上期に普通寄付金を会員 1

人 5,000円と篠田廣君、長田一

郎君より特別寄付をしていた

だきました。今年度は財団法人

ロータリー米山記念奨学会の

設立 50 周年に当たり、熊本、

東京で式典が開催されました。

津島ＲＣは長田一郎君が熊本に参加いたしました。 
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 下期は米山記念奨学生、米山学友会の大会、式

典等が開催されましたが、今年度は奨学生の受入

れがないため参加しませんでした。 

 

寺田晏章 65周年実行特別委員長 

 津島ＲＣ会員全員の多大

な協力の下、創立 65周年を

記念して盛りだくさんの事

業を計画しました。社会貢

献事業の「ユネスコ無形文

化遺産登録記念誌」である

『天王まつり』発刊に係わ

る事業を行い、津島市及び愛西市へ車椅子を寄贈

しました。 

 そして何よりも多数の来賓を招いての盛大な

記念式典等々、皆様の絶大なるご協力の下、大成

功裡に終えることができました。ご協力ありがと

うございました。 

 

佐藤敬治戦略特別委員長 

 戦略特別委員会は（今年度新たに設置された委

員会）、副委員長に猪飼幹事、5 名のパスト会長

がメンバーです。いろんな意見が出まして、全て

次年度の伊藤会長に引き継いでいただきたいと思

います。たとえば女性や、若い会員を増やす等の

課題もあります。次年度よろしくお願いします。 

 各委員会ともメンバーが結集して活動していた

だきまして、本当にありがとうございました。 

 

山田勝弘クラブ奉仕委員長 

 2 度目のクラブ奉仕委員長

ですが、前回となんら変わる

ことなく来週で終わりそうな

気がします。 

 

 

 

横井知代親睦活動委員長 

 初めての親睦委員会で委員

長を仰せつかり、今まで当た

り前のように、様々な行事に

参加していましたが、いざ携

わってみて、多くを学ばせて

いただきました。 

副委員長の大河内さんを始

め、鶴見さん、加藤泰一郎さ

ん、鈴木さん、柴田さん、中村さん、野尻さん、

そして事務局の庄司さん、佐藤さん、皆さんにし

っかり支えていただいて 1 年間を無事終えること

ができました。 

 配偶者のバースデープレゼントを手渡しで試み

るところから始まりました。 

 今年度はお悲しみが多く、委員会メンバーの強

い絆でお通夜、告別式をお世話させていただきま

した。 

主だった事業としまして、今年度は創立 65周年

でしたので、10 月 14 日の記念式典・例会のお手

伝いと 12 月 2 日のクリスマス家族例会、5 月 26

日の日帰り家族旅行、どれも皆様にご協力いただ

き、助けていただきながら、ご参加くださいまし

たメンバー並びにご家族様にご満足いただけまし

たこと、大変喜ばしく存じます。 

私事ですが、最後の締めの行事でありました志

摩観光ホテル旅行には委員長でありながら、体調

不良でご無礼いたしましたこと、深くお詫び申し

上げます。 

 

安江正博ロータリー情報委員長 

 当委員会はロータリーへの

理解を深めることと会員相互

の親睦、退会防止の 3 つが主

要方針と聞いておりまして、

その方向でやってまいりまし

た。ロータリーへの理解を深

めるということで、勉強会を

やらなくてはいけないとも思

ったんですが、新会員のオリエンテーション用の

小冊子がありまして、読んでいただければ勉強に

なるかと配布させていただいております。 

会員相互の親睦会を開いて情報交換したり、親

睦を深めたりすると良いかと 3～4 回開催いたし

ました。お蔭様で新しい方はもちろん、他の会員

の方々もたくさん参加していただき、良い会だっ

たと思います。下期はなかなかできなかったんで

すが、次年度は三谷委員長が引き継いでやるよう

なことを言ってみえます。山田クラブ奉仕委員長

には会場の設定から諸々お世話になりまして本当

にありがとうございました。 

 

山田勝弘クラブ奉仕委員長コメント  加東育

郎君も入会され、まだ 1週間ありますから安江

先生どうぞ勉強会をやって下さい(笑)。 

 

飯村理会場委員長 

会場委員長を務めました

飯村です。 

 本年度は、創立 65周年記

念例会があり、多くのゲス

トがおみえになる中、大変

緊張して司会を務めさせて

いただいたことが一番の思い出かと思います。 

 会場委員会の事業については、クラブ計画書ど

おり進めてまいりました。 

 例会場の設営、片付けのほとんどを事務局が担

当していただけたので大変助かりました。庄司さ
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んと佐藤さんにはこの場を借りて感謝申し上げま

す。 

特に気をつけたのは例会のスムーズな進行でし

た。卓話時間をきっちり 30分確保することが結構

難しく、特にゲストスピーカーがみえた際の時間

管理が大変でした。例会が早く進みそうなときは、

間をつなぐ小ネタなどを用意して、卓話時間が長

くなりすぎないようすることも必要だったかなあ

と反省しています。 

 なにはともあれ、加藤副委員長をはじめとする

委員会メンバーの諸先輩方の助けを借りながら何

とか１年間活動を進められたことをあらためて感

謝いたしますとともに、私のつたない司会進行に

対して温かい心を持って接していただいたメンバ

ー皆様にも大変感謝いたします。ありがとうござ

いました。 

 

八谷順一会員増強委員長 

 今年度は純増 3 名を目指し

て活動しましたが、会委員増強

には一番大切な 2 月に骨折し

まして、もう 4カ月になります。 

期首は 67 名でスタートしま

して 3 名増、3 名減の 67 名と

いうことで大変申し訳ないと

思っておりますが、副委員長の松本君が次年度会

員増強委員長で候補が上がっておりますので、ま

た純増 3 名を目指していただきたいと思っており

ます。次年度はまた（委員長を）やり直しという

ことで、Ｒ財団委員長をさせていただきます。 

1年間どうもありがとうございました。 

 

山田勝弘クラブ奉仕委員長 次年度、松本委員

長と住田副委員長なので、純増 100名ぐらいを

期待してます。よろしくお願いします。 

 

山本達彦クラブ広報委員長 

順番に毎月ローテーショ

ンを組んで会報の発行をさ

せていただきました。広報委

員長を仰せつかったときに

カメラを新調したんですが、

あまり安すぎるのを買いま

して、画像エンジンが非常にボッコで、ポーズを

とって3秒ぐらいたたないと写真が

撮れません。次年度の委員長になん

とかしていただきたいと思ってお

ります。 

今年度は 5 年ぶりに会報をカラーにしまして、

概ね好評を得ておりますし、予算的にも問題なく

執行できそうです。 

 また、会報への投稿コーナーを設けまして、今

回も高木さんの記事が載っております。 

 1年間どうもありがとうございました。 

加藤隆朗ニコボックス委員長 
 職業柄、早く来られないメン
バーばかりでしたが、無人でも
ちゃんとメッセージとお金が
ニコボックスの箱に入ってお
りまして、ありがとうございま
した。目標金額もだいぶ前にオ
ーバーしておりまして、皆さん

ニコボックスの意義を理解していただき自主的に
ご投函いただきまして、本当にありがとうござい
ました。今年度あと 1 回ですが、たくさんお願い
しします。 

 
新入会員入会式 

八谷順一会員増強委員長 

【プロフィール】 

氏  名：加東育郎 
(かとう いくろう) 

事 業 所：㈱加東建設 

職業分類：建設業 

役  職：代表取締役 

生年月日：1964(昭和 39)年 

6月 28日 

住  所：愛西市西條町伊重 88 

家族構成：妻・まさ英 

長女・玲奈 

次女・亜純 

長男・兄一朗 

母・美弥子 

趣  味：ゴルフ 

推 薦 者：山田勝弘 

猪飼充利 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

伊藤哲朗副会長 
大河内勝彦君 

山田勝弘クラブ奉仕委員

長と住田正幸Ｓ.Ａ.Ａ. 
則武克也君(ゲスト)と 

生田達一君 

 ストレッチ

じゃなくて

ソングリー

ダーだよ 
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次回例会 

第 3157 回 ’18年 7 月 6 日（金） 

≪新年度初例会≫ 

お知らせ 

■社会奉仕委員会 

と き：7月 5日（木）18:00 

ところ：さかなや道場津島店 

  

 

 

 

 6月 26日（火）桑名ＣＣにて、ゴルフ会の会長

杯が開催されました。熱中症厳重注意の暑さの中

11名が参加し、なんとハンディ１という篠田廣君

がダントツで優勝しました。 

また、今回は今年度最後のゴルフ会ということ

で、夜は木曽路津島店で納会を楽しみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
7月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7月のメニュー 

 

 

 

 

 

 

  

 

「砂漠ゾウに会えました!!」(後編) 

  高木輝和君 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

去年の納会で、浅井賢次さんと一緒に「遠隔地

出席表彰」をしていただきました。その時の挨拶

でマダガスカルへ行った話をしましたが、「来年

（2018 年）生まれ故郷アフリカのナミビアへ行

く」と宣言して、お蔭様で元気に行くことができ

ました。 

 ナミビアでは 1966 年に

独立戦争が始まり 1990 年

に独立しました。日本の約

2.2 倍の国土で人口は 247

万人、2016 年の失業率は

34％、貧富の差が世界一激

しいけれども治安の良い国です。日本人は 51人し

か住んでおりません(2017年)。15歳以上の識字率

は 88.8％で、女性は 13～14 歳頃から出産し、15

人くらい生むけれども半数は死んでしまいます。

また、ＨＩＶの感染者は約 18 万人(2009 年)で感

染率は 13％を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 篠田 廣 43 42 85 1 84 

2 位 幅 辰雄 48 45 93 8 85 

3 位 三谷栄一 49 49 98 13 85 

 

7月 6日（金) 割子弁当 

7月 13日（金） ビーフカツ 

7月 20日（金) 上鰻丼 

   

クラブ名 日 曜 サイン受付 

一宮中央 RC 7/11 水 一宮商工会議所㌱(夜) 

名古屋丸の内 RC 7/12 木 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 9F 

一宮中央 RC 7/18 水 一宮商工会議所㌱(夜) 

名古屋名駅 RC 7/18 水 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

稲沢 RC 7/18 水 林商事ビル 

名古屋守山 RC 7/18 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

尾西 RC 7/23 月 尾西信用金庫本店 

稲沢 RC 7/25 水 林商事ビル 

名古屋空港 RC 7/30 月 キャッスルプラザ 

名古屋栄 RC 7/30 月 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 9F 

 

行けども、行けども、砂漠、砂漠、サバク… 

ヒンバ族の女性は化

粧と虫除けに赤銅色

に塗っています。 

砂漠ゾウの家族(?) 環境

に適応して高い木の葉を食

べますが、必要以上には食

べず、木を倒したり若い木

を食べたりしません。 

木曽路津島店にて 


