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本日の行事予定 (2018 年 7 月 6 日) 

第 3157 回例会 
≪新年度初例会≫ 

 
先回の記録（例会） 

第 3156 回 ’18 年 6 月 29 日（金）晴れ 

≪納 会≫ 

ストレッチ体操  大河内勝彦君 

ロータリーソング 「津島ロータリークラブの歌」 

ソングリーダー  鈴木吉男君 

会 員 総 数   67名    6月 8日例会分訂正 
出席免除会員   21名    欠 席 会 員    18名 
本日出席会員   58名    MAKEUP 会 員    13名 
本日の出席率 86.57％    訂 正出席 率  96.83％ 
超 過 出 席  佐藤敬冶君、伊藤哲朗君、猪飼充
利君、浅井彦治君、飯村理君、加藤隆朗君、前田
昭生君、三谷栄一君、大河内勝彦君、坂井裕君、
山田公男君、山田勝弘君、山本達彦君、安江正博
君（クラブ奉仕合同委員会）、佐藤敬冶君、伊藤
哲朗君、伊藤幸蔵君、伊藤基君、中野義光君、大
河内勝彦君、篠田廣君、杦田勝彦君、山田勝弘君、
寺島淳一君、吉田康裕君（第 4 回次年度役員・理
事・委員長会議）  

 

会長挨拶 

佐藤敬治会長 

本日は、今年度最後の例

会で、納会になります。 

伊藤副会長、猪飼幹事、住

田Ｓ.Ａ.Ａ.、役員、理事、

各委員長さんを始め、会員

の皆さん方のご協力をも

ちまして、1 年を無事に務めることができました

こと、心から厚く感謝申し上げます。皆さんのご

尽力なしでは、とても今日を迎えることはできま

せんでした。本当にありがとうございました。 

 今、振り返ってみますと短いようで、結構長く

感じた 1 年でありました。今までロータリー活動

にあまり積極的でなかった私が、これだけ活動に

邁進いたしましたこと、私自身驚いていますが、

伝統と歴史ある津島ロータリークラブの名を汚す

ことなく、メンバー1 人 1 人に積極的に参加して

いただき楽しんでいただける、そのような 1 年で

ありたいと願う一心でお役を務めてまいりました。

そうは言いましても、反省また反省の気持ちであ

ります。 

 私の好きな言葉に「俺が俺がの人生より、おか

げおかげの“げ”で暮らせ」という言葉がありま

す。この 1 年ほど皆さんのおかげを感じた年はあ

りません。私の至らなさをカバーしていただいた

こと、皆さんのおかげだとお礼申しあげます。 

 7 月より、伊藤哲朗年度が始まります。皆さん

には、私同様ご協力ご厚情を賜りますことをお願

いいたします。と同時に伊藤会長のご活躍をお祈

りいたしまして、退任のあいさつと致します。 

 
幹事報告 

猪飼充利幹事 

① 本日の例会は納会です。

この中で則武克也君の入

会式を執り行います。 

② また 6/26㈫、今年度最後

となる会長杯のゴルフコ

ンペが開催されましたの

で後程表彰を行います。 

③ 遠隔地出席表彰を行います。浅井賢次さんが

ウィーンとハワイ、高木輝和さんがアフリカ

のナミビアへ行かれました。 

④ 本日 18:00～、本年度理事会の打上げを「今半

ミッドランドスクエア店」で開催。 

⑤ 7/5㈭18:00～、次年度社会奉仕委員会が「さ

かなや道場」で開催されます。 

⑥ 次回の例会は、新年度初例会となります。ま

た例会終了後、第 1 回役員・理事・委員長会

議が開催されます。 

⑦ 7月のロータリーレートは、1＄＝￥110です。 

 

【幹事退任挨拶】 

 皆さんに支えられてようやく幹事の職を恙無

(つつがな)く終えることができました。 
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 会長に指名されて幹事を引き受けることになっ

た際、「ロータリーはクラブだから」と言われよ

く意味がわかりませんでした。しかし 1 年間過ご

してきてよくわかったことは、メンバーの皆さん

の会費ですべて賄(まかな)われているＲＣ活動だか

らこそメンバーの皆さんにとって何が有意義な活

動か、また有意義に過ごしていただくためには何

がベストなのかを常に考えていくことだとわかり、

それを実践してきたつもりです。どこまでできた

かわかりませんが、私自身は、この 1 年間、様々

な大変貴重な経験をさせていただいたと、改めて

皆様方に感謝申し上げます。 

 
退任の挨拶 

伊藤哲朗副会長 

皆様には、1 年間大変お世

話になり、ありがとうござい

ました。とりわけ佐藤会長に

は、ご指導の上、お心遣いを

いただき、心から感謝申し上

げます。また、猪飼幹事さん

にも、何かとお気遣いをいた

だきました。 

各委員会にも、ほぼ参加することができ、65周

年の年が、素晴らしい１年であったと思います。

次年度もお世話になりますが、どうぞよろしくお

願い致します。 

 

住田正幸Ｓ.Ａ.Ａ. 

 Ｓ.Ａ.Ａ.という立場を

いただきながら、佐藤会長

の足を引っ張り、あまり役

立たなかったと思います

が、Ｓ.Ａ.Ａ.ってなんの

仕事をするんだろうと考

えながら過ごしました。見

張りをして皆さんの風紀が乱れるような時があれ

ば注意するということですが、そんな場面もなく

きました。 

ただ一つ、ロータリークラブは長い歴史があり、

我々が入会した時は大変厳しいクラブの環境があ

りました。だんだん組織というものはいろんなか

たちに変化してくものと思いますが、どうしても

ロータリークラブでしかできない規律があってし

かるべきだろうと思います。それをどうやって守

っていくか考えながら行動できなかったことは反

省しております。 

Ｓ.Ａ.Ａ.は(津島ＲＣは)1人ですが、数人でや

っているところもあるようです。いいかたちで長

く続けるためにも、きちっとした規律をもって監

督する、そういう組織があるべきだと思ったとき

には 2、3人で目を光らせるということがあっても

いいんじゃないかと感じました。 

次年度の伊藤会長、第 1 回の分区会長幹事会が

津島で行われます。僕はいやだいやだと言いなが

ら受けてしまう優柔不断な性格、誘われると嫌と

言えません。皆さんと楽しいロータリーライフが

できるようにしたいと思います。1 年間どうもあ

りがとうございました。 

 
ニコボックス報告 第 3156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本日は

2017-18 年度の納会です。④役

員・理事・委員長の皆様、大

変お世話になりました。 

相羽あつ子君、浅井彦治君、

飯村理君、伊藤幸蔵君、伊藤

誠君、伊藤祥文君、梶浦興蔵

君、河西あつ子君、小林啓子君、住田正幸君、寺

島淳一君、幅辰雄君、山田勝弘君 会員の皆さん、

1年間ありがとうございます。 

伊藤雅昭君、大河内勝彦君、坂井裕君、柴田伸彦

君、宅見康悦君、鶴見治貞君、長田一郎君、野々

山勝也君、野尻栄一君、服部貴君、古川弘一君、

矢田潔君、山田公男君、余郷利彦君 役員・理事・

委員長の皆様、1年間お世話になりました。 

佐藤敬治君、伊藤哲朗君、飯村理君、伊藤幸蔵君、

加藤隆朗君、加藤則之君、寺田晏章君、長田一郎

君、前田昭生君、山田勝弘君 生田達一君、あり

がとうございました。 

佐藤敬治君、伊藤哲朗君、加藤則之君、杦田勝彦

君、長田一郎君 西尾張シーエーティヴィ㈱の則

武克也君の入会を祝して。 

生田達一君 本日退会します。大変お世話になり

ました。皆様、ありがとうございます。 

伊藤彰浩君 ①1 年間ありがとうございました。

②生田さん、今後もご指導ください。 

浅井賢次君 ①明日、忌明けを迎えます。いろい

ろお世話になりました。7 月から、また少しずつ

体力を回復させます。②佐藤会長始め役員の皆様

ご苦労様でした。生田さん、長い間お世話になり

ました。お元気でお過ごしください。③遠隔地出

席表彰を高木さんといただけるそうです。喜んで

頂戴いたします。来年も頑張ります。④則武さん、

加東さん、ご入会おめでとう。 

篠田廣君 ロータリーゴルフ優勝し、昨日、2019 

-20 年度のガバナー補佐事務所の立ち上げ参加あ

りがとうございました。 

高木輝和君 ウィークリーにたくさん載せていた

だきまして。 

神谷里明君 無事 1年過ぎました。 

則武克也君 本日入会させていただきます。皆様

よろしくお願いします。 

水野憲雄君 神谷先生、母が無事退院させていた

だき、ありがとうございました。 
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宇佐美三郎君 先日、長田さんにお世話になりま

した。 

余郷達也君 納会出席できず、申し訳ありません。 

加藤隆朗君、稲川明俊君、山田公男君 1 年間ニ

コボックスご投函ありがとうございました。 

 
新入会員入会式 

松本浩義会員増強副委員長 

【プロフィール】 

氏  名：則武克也 
(のりたけ かつや) 

事 業 所：西尾張シーエー 

 ティーヴィ㈱ 

職業分類：放送 

役  職：取締役統括部長 

生年月日：1963(昭和 38)年 

3月 5日 

住  所：稲沢市下津北山 1-1 エムズシティ 

稲沢 314 

家族構成：妻・マリ 

長女・あや 

長男・昌志 

趣  味：読書 

推 薦 者：佐藤敬治 

猪飼充利 

 

 

 
ゴルフ会会長杯 

6月 26日（火）

に開催された津島

ＲＣ会長杯ゴルフ

会で優勝した篠田

廣君に、会長から

記念品が贈呈され

ました。 

 

 

 

 
遠隔地出席表彰 

浅井賢次君 

10 月にオーストリア・ウィ

ーンのＷien-Ｏper ＲＣ、2

月にハワイのホノルルＲＣと

アラモアナＲＣを訪問してバ

ナー交換してきました。 

ウィーンの例会では、来る

人 1 人 1 人、全員に握手をし

ているのを見て感動したので、私も津島ＲＣで実

践させていただくことにしました。いやがられる

だろうなと思いつつ、まぁ、あしからず、握手を

お願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

高木輝和君 

今日の会報にこんなにた

くさん、私の記事を載せてい

ただいて、ホントに幸せでご

ざいます。ま、おそらくスペ

ースが余ったから載せてい

ただいたんだろうと思って

おります（笑）。 

 ヒンバ族の母娘（おやこ）の写真がありますが、

この娘は腹に子供がおるんですね。15～16人、こ

ういう若い女性がいますが、全部腹が大きい。ヒ

ンバ族の真中の部落へ行くと子供がいっぱいいま

す。子どもも一緒で、茶色の土を塗りまして虫よ

けとか日焼けよけになるんだそうです。ファッシ

ョンモデルに連れて帰りたいような娘が 2、3人お

りました。 

 ナミビアという国は独立してまだ 30 年経って

ないんですね。人口はだいたい 200万人そこそこ、

首都のウィンドフックは 20 万人ぐらいの人口で、

そこにロータリークラブが 3 つあります。ナミビ

アには 6 つのクラブがあるそうです。津島ＲＣと

同じくらいの 65 年前にロータリークラブが発足

しています。南アフリカ統治時代からのクラブで、

そこへ行く予定でしたが、日程が合わなかったの

で、Ｗindhoek-Ａuas ＲＣの例会（月曜日 18：30）

へ行きました。14 人の会員が酒を飲んでました。

服装はラフだけど、真剣な顔をして討論している、

だからこれがホントのロータリー、酒は飲んでも

中身がしっかりしていればいい。 

 （例会日が）月

曜日なので 2回目

に行くと、顔を知

ってますから大

歓迎を受けまし

て、また来年行っ

たら顔を出して

きます。 

 
退会の挨拶 

 生田達一君 

この度、会社を完全退職し

まして、この機会にロータリ

ーを退会することにいたしま

した。8年余り楽しく過ごさせ

ていただきましてどうもあり

がとうございました。 

 私は元銀行員ですが、だい

たい 2、3年で職場も地域も変わる浮草稼業でござ

います。50歳を過ぎて、縁あってこの津島に定着

することができました。さらにはロータリークラ

ブに入会させていただき、本当にありがたいと思

っております。退会して大変淋しくなりますけれ

ども、またお会いできることを楽しみにしており

ます。本当にありがとうございました。 
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次回例会 

第 3158 回 ’18年 7 月 13 日（金） 

≪クラブアッセンブリⅠ≫ 

お知らせ 

■青少年奉仕委員会 

と き：7月 9日（月）18:30 

ところ：目利きの銀次 
津島ロイヤルホームセンター店 

  

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7月の例会変更追加 

 

 

 

 

 

 
ロータリーニュース（6月 28日） 

 

 

 

 

王女、3 人の首相、元大統領夫人が出席したト

ロント大会に、世界中から 25,000 人以上が結集。

ロータリーの活動成果を祝い、将来のビジョンを

描きました。 

「インスピレーション  いたるところに」をテー

マにトロントで開催された第 109 回ロータリー国

際大会。世界中から 25,652人のロータリアンが一

堂に会し、親睦と国際性を楽しみました。会場で

旧友とばったり再会したり、友愛の家で新しい人

と出会ったり、本会議での講演で感動したりと、

それぞれが特別なひと時を過ごしました。 

「この人とは姉妹同然」と話すのは、ロチェスタ

ー・ロータリークラブ会員のロンダ・パンチェッ

クさん。会場で偶然、第 9141 地区（ナイジェリア）

のパストガバナー、イジェオマ・パール・オコロ

さんを見つけ、再会を喜びあいました。昨年、西

アフリカプロジェクトフェアで出会った二人は、

以来、予防接種活動で協力し、Facebookの友だち

となっているそうです。 

国際大会に初めて参加したというガーナのセル

ジュ・スルー OGAさんは、「大会のハイライトは

何といっても、世界中から来た人たちとの出会い」

と述べます。 

4 日間にわたる今大会で講演したゲストはいず

れも、ロータリーの活動成果を称賛し、さらなる

活動と協力を促しました。英国のアン王女は、ポ

リオ撲滅活動で中心的な役割を担うロータリーに

感謝を表明。また、ローラ・ブッシュ元米大統領

夫人は、早期児童教育の支援をロータリアンに呼

びかけました。 

国連の「持続可能な開発目標」の立案に貢献し

た一人、ニュージーランドのヘレン・クラーク元

首相は、イアン H.S.ライズリーRI 会長と対談し、

ジェンダーの平等と、環境、貧困、飢餓、平和の

重要な関連性について語りました。 

また、ハイチのジャック・ガイ・ラフォンタン

首相がビデオメッセージを寄せ、その後でロータ

リーとハイチ政府の水担当局の提携プログラム

「HANWASH」の立ち上げが発表されました。これは、

同国の水・衛生の課題に取り組む活動です。 

さらに、カナダのジャスティン・トルドー首相

にロータリーから「ポリオ撲滅推進功労賞」が贈

られました。トルドー首相は受賞演説の中で、ポ

リオ撲滅のために各国政府と協力するロータリー

への感謝を述べました。ポリオを撲滅する闘いに

おいてロータリアンが極めて重要な役割を担って

いると首相は語り、「私たちは協力して、ポリオ

撲滅を実現させます」と述べました。 

（by Arnold R.Grahl / Geoff Johnson） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

名古屋東南 RC 7/25 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F  

一宮 RC 7/26 木 一宮商工会議所㌱ 

春日井 RC 7/27 金 ホテルプラザ勝川 

 

個性あふれる 

インスピレーション 

 

大河内勝彦君、今日

はストレッチです 
 

ソングリーダーは 

“夏服”の鈴木吉男君 

出席報告頑張りました 

柴田伸彦親睦活動委員 

ピアノの生演奏 

横井知代君 

納会弁当です 

腰痛と付き合いなが

ら、どうやらこうや

らピアノが弾けます 

次年度はおまかせ！ 

吉田康裕幹事エレクト 

 残さず食

べました

か？ 


