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本日の行事予定 (2018 年 7 月 13 日) 

第 3158 回例会 

≪クラブアッセンブリⅠ≫ 

 
先回の記録 

第 3157 回 ’18 年 7 月 6 日（金）晴れ 

≪新年度初例会≫ 
ストレッチ体操 中野義光君 
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 
ゲ ス ト  名誉会員・愛西市長 日永貴章氏 
会 員 総 数  66名    6月 15日例会分訂正 
出席免除会員  20名     欠 席 会 員    18名 
本日出席会員  58名     MAKEUP会 員    11名 
本日の出席率 87.88％   訂正出席 率  96.67％ 
超 過 出 席 佐藤敬治君、猪飼充利君、伊藤哲
朗君、加藤泰一郎君、大河内勝彦君、山田勝弘君
（親睦活動委員会打上げ） 

 
会長挨拶 

伊藤哲朗会長 

今年度、歴史と伝統ある津

島ロータリークラブ会長を

務めさせていただきます。未

熟ではございますが、クラブ

の名に恥じないよう努力し

たいと思います。山田副会長、

吉田幹事のお力を得て、また

各委員長、メンバーの皆様のクラブ活動に、精一

杯取り組んでいきたいと思います。 

 本日は、お忙しい中、日永愛西市長にご出席を

賜り、まことにありがとうございます。また、日

比津島市長も当初はご出席の予定でしたが、残念

ながら、公務のためご欠席ということで、メッセ

ージをいただいております。 

 ロータリークラブに入会して、ちょうど 21年半

になります。当初は、毎週１回例会に出席するこ

と、言われたことに「はい」ということだけで、

早退も多く、他クラブへよくメーキャップに行っ

たことを覚えています。 

 事務局が今の場所に変わって、家が近いせいか、

よく事務局に顔を出すようになりました。そんな

こともあって、ロータリークラブが身近になって

きて、いつのまにか、ロータリークラブのスケジ

ュールが、１週間の柱になってきました。「はい、

はい」と言っているうちに、ほとんどの委員会を

体験することができました。とてもありがたいこ

とだと思います。 

 会長の初例会のご挨拶として、今年度のＲＩ会

長方針などを説明しなければいけませんが、私自

身、理解を超えた部分もありますので、その点、

ご容赦願いたいと思います。 

 さて、2018～19年度のバリー・ラシンＲＩ会長

は、今年度のテーマを「BE THE INSPIRATION」

インスピレーションになろう、と提唱しています。 

そして、一番大切なのは、前向きな変化を生み出

し、私たちが今日直面する課題に、勇気と希望、

創造性をもって、正面から立ち向かう意欲を、ク

ラブ、地域社会、組織全体から引き出すための「イ

ンスピレーション」になる必要があると説いてい

ます。 

 インスピレーションは、「超我の奉仕」から得

て、ロータリーを通じて行動し、かつ人々にイン

スピレーションを与え、同時に、ロータリー自体

が、地域のインスピレーションになろうと語って

います。 

 また、第 2760地区村井總一郎ガバナーは、地区

活動方針として、「あなたの街にロータリーを！

あなたの街からロータリーを！」を掲げ、行動指

針として、①分区内交流活動を行おう、②工夫し

た例会を開催しよう、③地区ＨＰの活動を載せよ

う、④会員増強を行おう（女性会員と若い会員）、

⑤ポリオ撲滅に貢献する活動をしよう、⑥ロータ

リーデーを楽しもう、⑦ロータリー賞に挑戦しよ

う、の７項目を挙げられました。 

 これを受け、本年度津島ロータリークラブは、

「PULSE COMMUNICATION／パルス・コミュニ

ケーション～波動の交流～」をテーマに、取り組

んでいきたいと思います。インスピレーションは、

ロータリークラブがより能動的に、交流を深めて
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いくところにあって、それは、お互いに刺激しあ

うことで、具現化されていきます。そういった刺

激が地域やクラブ、人と人との交わりで、さらに

大きな広がりをもつことにつながってまいります。

パルスを持った心の交流をめざしていきます。 

 ところで、ロータリーの 10 年後、20 年後を考

えると、地域特性を鑑みながら、今こそそのあり

方を見つめる必要があると感じています。持続可

能な活動は、常に戦略的に取り組んでいかなけれ

ばなりません。65周年の節目の年を経て、会員増

強を含め、バランスのとれたロータリークラブを

めざしていきます。そして、来るべき次年度は、

ガバナー補佐輩出の年となり、目前の準備もして

おかなければなりません。 

 ロータリアンとして、「ロータリーの目的」「四

つのテスト」「国際ロータリーの使命」「ロータ

リー財団の使命」「中核的価値感」をしっかりと

らえ、身近なところから学びかつ行動していきま

す。ロータリーデーは、地域で我々ロータリアン

の奉仕の輪を広げる機会として、楽しい交流の場

としていきます。 

 My ROTARY の登録は、情報のネットワークと

しての意味合いからも、不可欠の要件となり、メ

ンバー全員の登録をめざしていきます。地域から

世界へ、世界から地域へ、双方向の奉仕が大切だ

と思います。そして、メンバー全員で、「ロータ

リーを楽しもう」を合言葉にして取り組んでいき

たいと思います。 

 入会したころ、ロータリークラブの例会後、先

輩が「囲碁」をしておられた姿を思い出します。

囲碁大会には、商工会議所の４階に碁盤と碁石を

運びました。そんな、ロータリークラブの交流が、

すべての原点のような気がして、いつでも、どこ

でも、「ロータリークラブ」、そんな炉辺会議の

灯があちこちで、灯るのを目指していきたいと思

います。 

 

市長挨拶 

日永貴章愛西市長 

 常日頃より愛西市に対し

ましてご理解、ご協力をいた

だきまして厚く御礼申し上

げます。津島市とは仲良くや

らせていただいております。

昨日も弥富市、あま市、津島

市と愛西市の 4 人の市長の

会合があり、この地域をどう

していくかを話し合いまし

た。今後は連携をより密にしていきたいのですけ

れど、それぞれの首長さん、いろんな考えがあり

ます。先日も津島市の主導で、天王祭のレプリカ

の屏風を寄贈していただきました。今月末の天王

祭に向けて、より賑やかになるんではないかと思

っております。こうした機会をとらえて、地域を

ＰＲしながら、市民や市外の方々にこの地域を知

っていただきたいと思います。 

 愛西市のＰＲとしましては、今月 14、15日の「蓮

見の会」、天王祭朝祭に市江車が出るなどの観光

資源もあります。5 月には皇太子殿下に木曽川の

閘門へ訪れていただき、多くの方々に知っていた

だきました。 

 会員の皆様方のご健勝、ご多幸、そして愛西市

にも少しでも奉仕をしていただきますようお願い

を申し上げましてご挨拶とさせていただきます。 

 

日比一昭津島市長 

(メッセージ：代読・吉田康裕幹事) 

津島市長の日比でございます。 

本日、お招きいただきましたが、

公務のため、出席できず申し訳ご

ざいません。 

本日は、新年度初例会というこ

とで、伊藤新会長そして吉田新幹事はじめ新しい

役員の皆様におかれましては、輝かしい船出とな

ります。誠におめでとうございます。 

津島ロータリークラブの皆様におかれましては

日頃から地域福祉・文化活動や青少年育成をはじ

め多くの社会活動に取り組んでいただいているこ

とに深く感謝申し上げます。 

 さて、人口減少時代に突入した今、津島市の将

来のためには、出生率を高め、人口流出を食い止

めるとともに、人口の流入や定住を促す施策を展

開し、人口減少に歯止めをかけていく必要があり

ます。そのため、子どもを産み、育てやすい環境

の実現を目指し、子どもが生まれる前から、産み

育てるまで、丸ごと応援するための施策を推進す

るとともに、雇用の創出に向けて、企業誘致のた

めの優遇制度を引き続き実施するほか、企業環境

の整備を進めてまいります。 

 これらの取り組みを通して、津島で生まれ育つ

子どもたちが、このまち津島で夢がかなえられる

まちづくりを進めてまいります。 

 結びにあたり、今後とも貴クラブのご発展と会

員各位のご健勝とご多幸をご祈念申しあげまして

お祝いの挨拶といたします。 

 
幹事報告 

吉田康裕幹事 

 本日は、2018-19年度の初

例会です。名誉会員の愛西

市長をお招きしておりま

す。津島市長におかれまし

ては公務のため御欠席の

連絡を受けており、後ほど

メッセージを紹介させて

いただきます。 

 本日、会報用バインダー、上期会費請求書、会

員証と、『ロータリーの友』『ガバナー月信』
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各 7月号を配布しております。尚、上期会費に

関しては、7 月末日までにお振込みお願い致し

ます。 

 また、『The  Rotarian』7 月号を回覧しており

ます。 

 本日例会終了後、2 階会議室にて第 1 回役員・

理事・委員長会議を開催します。 

 7 月 9 日（月）18：30、「目利きの銀次」にて

青少年奉仕委員会が開催されます。 

 次回はクラブアセンブリです。各委員長の皆様

には準備をお願いします。 

 
ニコボックス報告 第 3157回分 

柴田伸彦ニコボックス委員長 

日永貴章愛西市長 今年

度初例会にお招きいただ

きましてありがとうござ

います。 

伊藤哲朗会長、山田勝弘

副会長、吉田康裕幹事 

本日は新年度初例会です。

1 年間よろしくお願いし

ます。 

伊藤哲朗会長、山田勝弘副会長、吉田康裕幹事、 

浅井彦治君、浅井賢次君、伊藤雅昭君、伊藤祥文

君、加藤則之君、佐藤敬冶君、中野義光君、堀田

力男君、矢田潔君、伊藤彰浩君 日永貴章愛西市

長をお迎えして。 

伊藤哲朗会長、山田勝弘副会長、吉田康裕幹事、

伊藤幸藏君、伊藤基君、加藤泰一郎君、小林啓子

君、佐藤敬冶君、篠田廣君、柴田伸彦君、杦田勝

彦君、高木輝和君、滝川林一君、田中正明君、寺

島淳一君、野々山勝也君、幅辰雄君、松本浩義君、

三谷栄一君、八谷順一君 会員の皆さん、1 年間

よろしくお願いします。 

相羽あつ子君、浅井彦治君、浅井賢次君、飯村理

君、猪飼充利君、伊藤誠君、伊藤雅昭君、稲垣宏

高君、稲川明俊君、宇佐美三郎君、大河内勝彦君、

梶浦興蔵君、加藤隆朗君、加藤則之君、加東育郎

君、坂井裕君、住田正幸君、寺田晏章君、野尻栄

一君、則武克也君、服部貴君、古川弘一君、前田

昭生君、水野憲雄君、安江正博君、矢田潔君、山

田公男君、山本達彦君、横井知代君、余郷利彦君 

新年度役員・理事・委員長、理事会構成メンバー

の皆様、一年間頑張って下さい。よろしくお願い

します。 

伊藤彰浩君 新年度よろしくお願いします。 

篠田廣君 佐藤前会長お疲れ様でした。伊藤新会

長よろしくお願いします。 

浅井賢次君 ウィークリーに写真が載りまして。 

伊藤雅昭君、水野憲雄君、柴田伸彦君、梶浦興蔵

君 今年 1 年もニコボックス委員会をよろしくお

願いします。 

 

その他 

歴代受け継がれてき

た会長バッジが佐藤

敬治直前会長から伊

藤哲朗会長に渡され

ました。 

 

 

 

同じく、幹事バッ

ジも確実に猪飼充

利前年度幹事より

吉田康裕幹事に渡

されました。 

 

 

 

 

伊藤哲朗会長より

佐藤敬治直前会長

に感謝状と記念品

の前会長章（ダイ

ヤ入り）が贈られ

ました。 

 

 

山田勝弘副会長より、就任の

挨拶。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日もアロハ！ 

楽しそうにソングリ

ーダーを務める鈴木

吉男君 

 今年度は副会長です。 

次年度は津島ＲＣがガ

バナー補佐事務所を担

当しますので、準備にご

協力をお願いします。 

 今年度は頑張るでね、

皆さん、応援とご協力 

をよろしく！ 

 

(空手流?) 

ストレッチ体操 

中野義光君 
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次回例会 

第 3159 回 ’18 年 7 月 20 日 (金) 

≪クラブアッセンブリⅡ≫ 

 

お知らせ 
■臨時理事会 
と き：７月 20日（金）13：30 
ところ：ツシマウール会館 2階 

 
■第 33回津島東高校ＩＡＣ例会 
 と き：7月 23日（月）14：00 
 ところ：東高会議室（本館 3階東） 
 
■第 1回西尾張分区会長・幹事会 
と き：7月 28日（土）17：00～(会議) 
ところ：朝日寿し （17：30～19：00） 
    天王祭桟敷（19：30～21：00） 
その他：津島ＲＣ会員が、分区の会長・ 

幹事さんを天王祭でおもてなし 
 
■休会 
 7月 27日（金） 定款７-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
就任の挨拶 

高木輝和Ｓ.Ａ.Ａ.  

Ｓ .Ａ .Ａ .

は例会を楽し

くすることと、

お客様を丁重

にお迎えする

のが務めです。 

去年、浅井

賢次さんの握

手が始まりま

した。最初は

違和感を覚え

ましたが、今となっては浅井さんの握手がないと

1 週間がおもしろくないというふうになりました。

やはり浅井さんはたいしたもんだと思っとります。

ロータリークラブのアスリートです。 

 私も先日アフリカへ行きましたが、14名のロー

タリーメンバーが立ち上がって握手かハグをしま

した（まさか浅井さんは来年ぐらいからハグされ

るわけじゃないと思いますが）。ナミビアのロー

タリーへ 2度行きまして、2度目は「Mr. Takagi !」

とか言って思いっきりハグをしました。（こんな

に歓迎されて）また来年も行きたくなりました。 

 ロータリークラブは年が上だとか、出自がいい

とか、金持っとるからえらいとか、そんなことは

いっさいありません。また来たいと思えるクラブ

にすることがＳ.Ａ.Ａ.の務めと思っております。 

 以前、南アフリカのヨハネスブルグの空港で、

浜松のＲＣ会員にお会いしました。彼はＪＩＣＡ

と共同で太陽光発電を寄贈するために南アフリカ

へ来たということでした。メンテナンスが必要な

ので、造るところから教えると熱心にお話してい

ました。南アフリカは、中国の資本が入っていま

すが、お金になるところしか入っていません。 

（また、続きはいつかお話しします） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 みんなニコニコ顔

で、さすが新年度

最初の例会だね 

 いいことたくさん、

ニコボックスで 

報告してください 

伊藤基会場委員長 

 
ニコボックス委員会の柴田

伸彦委員長(右)と、水野憲

雄副委員長(左) 

 

滝川林一親睦活動委員長

より出席報告 

 

加東育郎君 

 

山本達彦ゴルフ幹事 

 

天王祭屏風 

（宵祭） 

天王祭屏風 

（朝祭） 

 ゴルフに誘って

ください 

 


