本日の行事予定 (2018 年 8 月 31 日)
第 3163 回例会
卓話担当：神谷里明君
講
師：津島市民病院救急医療部長
松永宏之氏
演
題：「災害医療について」
ゲ ス ト：津島東高校ＩＡＣ顧問
近藤小百合先生
演
題：「海外派遣研修帰国報告」

ます。「パルス コミュニケーション」常に、刺
激のある交流であります。
本日はガバナー補佐公式訪
問例会でして、和田ガバナー
補佐、池戸ガバナー分区幹事、
近藤地区副幹事、久保田地区
スタッフにご出席いただいて
おります。後ほど、ガバナー
補佐にはお話をいただきます。
先程来、ガバナー補佐には
別室でご指導いただきました。
何分いたらないところばかりですので、真摯に受
け止め、取り組みをしていきたいと思います。
和田ガバナー補佐には、７月にお越しいただい
ていまして、特にクラブアッセンブリの日でした
ので、当クラブの今年度の取り組みを、聞いてい
ただけたかと思います。
また、和田ガバナー補佐から、ご自身が執筆さ
れた 2 冊の本を 2 セットいただきまして、早速読
ませていただきました。人のあり方や組織につい
て、また、人の育て方をやさしく表現され、航空
機を極めておられるだけではない、ということが
わかりました。
本の末尾に、プロフィールがありましたので、
ご紹介させていただきます。
和田様は昭和 27 年生まれで、清須市にお住いに
なっておられます。航空機部品、治具の製造を手
がける株式会社和田製作所、航空機の設計や幅広
い事業を展開する株式会社ワダエンジニアリング、
航空機の塗装や構造及び、艤装組立作業を行なう
株式会社エアロの代表取締役をしておられます。
航空宇宙産業に長年従事する傍ら、クラフトアー
トを用いた個展の開催、音楽アルバムの製作、各
種自治体、サプライヤーグループの要職を担って
おられます。
西枇杷島町民生委員、児童委員、西枇杷島町社
会教育委員、西枇杷島町商工会会長、清須市社会
教育委員長、三菱名航協力会会長、愛知県航空機
部品供給システム研究会代表世話人、清須市商工

先回の記録
第 3162 回 ’18 年 8 月 24 日（金）晴れ
≪ガバナー補佐公式訪問例会≫
卓話担当：和田典之ガバナー補佐
ストレッチ体操 中野義光君
ロータリーソング 「奉仕の理想」
ソングリーダー 伊藤誠君
ゲ
ス ト 西尾張分区ガバナー補佐
和田典之君（名古屋清須ＲＣ）
西尾張分区幹事
池戸賢治君（名古屋清須ＲＣ）
地区副幹事
近藤 眞君（豊橋ＲＣ）
地区スタッフ
久保田充三君（豊橋ＲＣ）
会 員 総 数 66 名
7 月 20 日例会分訂正
出席免除会員 21 名
欠 席 会 員
9名
本日出席会員 56 名
MAKEUP 会 員
5名
本日の出席率 84.85％
訂 正 出 席 率 98.44％
超 過 出 席 伊藤哲朗君、山田勝弘君、吉田康
裕君、幅辰雄君、堀田力男君、伊藤幸蔵君、伊藤
基君、加藤泰一郎君、中野義光君、佐藤敬治君、
篠田廣君、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（第 3 回役員・理事・委
員長会議）、吉田康裕君（地区Ｒ財団セミナー）

会長挨拶
伊藤哲朗会長
朝晩、めっきり秋らしくなってまいりました。
本日も元気にご出席いただき、ありがとうござい
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会副会長、愛知県社会教育委員連絡協議会会長…
…、まだどれくらいあるかわかりません。
そして今ひとつ、東日本大震災復興支援プロジ
ェクト「愛×想（アイソー）」を立ち上げ、活動をさ
れておられます。こうした方でらっしゃいますの
で、お話を楽しみにしたいと思います。
さて、明後日の日曜日には、「第 18 回天王こど
も塾」が開催されます。青少年奉仕委員会が担当
となります。昨年までのお祭りを中心とした事業
は、市の社会教育課に引き継いでいただき、本年
は、地域を題材にした「かるたづくり」をします。
例年のように、津島市立南小学校の浅井校長先生
や大学生のみなさんに協力をいただいて、事業を
進めます。メンバーのみなさんも、是非大勢ご出
席ください。
また、地区補助金をいただいております「ロー
タリーデー・津島の抹茶文化探訪」は、10 月 13
日の実施に向けて、社会奉仕委員会が準備を進め
ていますが、お茶室の冊子の校正があがってきて
おります。
秋に向かって、事業が続いていきますので、何
とぞみなさんのご協力、よろしくお願い致します。

幹事報告
吉田康裕幹事
 本日は、ガバナー補佐公
式訪問例会です。例会終
了後にクラブ協議会を
開催します。会長・幹事
をはじめ役員、理事、委
員長の皆様および、入会
後 3 年未満の新会員の
皆様は出席を御願い致します。
 次週 8 月 31 日（金）、西尾張分区第 1 回会長・
幹事会を我が津島市にて開催していただきま
す。これは先月、尾張津島天王祭と合わせて設
営・準備をしていましたが、台風の影響で中止
になり、西尾張分区和田ガバナー補佐の計らい
で、再度津島市にて開催していただける運びと
なりました。津島ＲＣより伊藤会長・吉田幹事、
次年度篠田ガバナー補佐エレクト・山田分区幹
事、次年度伊藤（幸）会長・杦田幹事が出席し
ます。

近藤眞地区副幹事（豊橋ＲＣ）、久保田充三地区
スタッフ（豊橋ＲＣ） 本日は豊橋から参りまし
た。よろしくお願い致します。
伊藤哲朗会長、山田勝弘副会長、吉田康裕幹事、
浅井賢次君、飯村理君、猪飼充利君、伊藤幸藏君、
伊藤雅昭君、稲川明俊君、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、河
西あつ子君、小林啓子君、佐藤敬冶君、坂井裕君、
篠田廣君、杦田勝彦君、高木輝和君、野尻栄一君、
則武克也君、幅辰雄君、山本達彦君 ①和田典之
ガバナー補佐（名古屋清須ＲＣ）、池戸賢治分区
幹事（名古屋清須ＲＣ）、近藤眞地区副幹事（豊
橋ＲＣ）、久保田充三地区スタッフ（豊橋ＲＣ）
をお迎えして。
山田公男君 昨日、台風接近の中ゴルフ例会で優
勝しました。すべて優しい先輩のおかげです。
浅井彦治君 堀田宮司にお世話になりました。
高木輝和君 神谷先生にお世話になりました。
水野憲雄君 電気が急に切れると心配でした、柴
田さんありがとうございました。安心しました。
柴田伸彦君 台風、大きな被害がなくてよかった
です。
佐藤敬冶君、岡本康義君 ウィークリーに写真が
載りまして。
長田一郎君 その他。

卓 話
≪ガバナー補佐公式訪問例会≫
卓話担当：和田典之ガバナー補佐

2018-19 年度バリー・ラシン
ＲＩ会長のテーマはご存じの
通り「BE THE INSPIRATION」
「インスピレーションになろ
う」ということで、一番大事な
ことは今日直面する問題や課
題に対して勇気と希望、そして
創造性をもって正面から立ち
向かう意欲をもって、クラブや地域社会のために、
ひとりひとりがインスピレーションつまり起爆剤
になることが必要だということです。インスピレ
ーションは潜在意識として我々のＤＮＡに組み込
まれている動物としての本質で、今日まで人類を
長らえてきました。
ニコボックス報告 第 3162 回分
第 2760 地区としては、ガバナーは「インスピレ
柴田伸彦ニコボックス委員長
ーション」を「何々をする人になろう」と読みか
和田典之西尾張分区ガバナー
えて、たとえば「前進する活力を感じる人になろ
補佐（名古屋清須ＲＣ）、池
う」、「気づきや刺激を与える人になろう」と考
戸賢治分区幹事（名古屋清須
えておられます。
ＲＣ） 本日は、ガバナー補
地区の活動方針は「あなたの街でロータリー
佐訪問にてお世話になります。 を！ あなたの街からロータリーを！」です。具
先日は会長・幹事会中止にて
体的な行動として、ロータリーの奉仕の理念を学
失礼いたしましたが、次回も
び、奉仕の実践をしようということです。自分自
よろしくお願いします。
身がインスピレーション（起爆剤）になるには、
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奉仕の理念をしっかり理解して学ぶことが必要だ
ということで、まず自分が所属するクラブの例会、
他のクラブの例会に触れて、それぞれが目指す奉
仕の理念を学ぶことが必要だと言っておられます。
わかりやすく言うと、思いやりだとか、共生（共
に生きる）ということです。奉仕は、自らが率先
して行動することによって見えてきます。仕事で
も「ＰＤＣＡ」つまり「Plan、Do、Check、Action」
で、計画を立ててから実行してみて、計画と照ら
し合わせ評価し、見直して新しい行動につなげて
いく、ということが必要です。
「街」というのは津島市だけではなくて、コン
ピュータのサイトであったり、自分たちのクラブ
であったり、自分が生きている地域や町、生活す
べての面でロータリー活動をして、奉仕の理念を
学びながら考えていくことが必要だと思います。
私は、寛容性があるといろいろなものが見えてき
て、許してあげながらアドバイスをすることによ
って、成長するということを考えるのも一つの理
念ではないかと思います。
●分区内交流活動を奨励します
ガバナーは、あなたの街から広げていくきっか
けがインスピレーションと言っておられます。今
年度は奉仕の理念を学ぶ機会として、他クラブの
例会に出席しようと言っています。よそのクラブ
に行くと何か変わったことがある、他のクラブよ
り自分のクラブの良さがわかる、改めて見直すき
っかけになるのがメーキャップです。先輩会員の
方も新入会員に同行していただいて、分区内のク
ラブへ行っていただいて結構です。今年度は地区
の予算で新会員のビジターフィーを出していただ
けます。地区全体で 100 万円ほどあるということ
です。但し、先輩会員のほうは出ませんが、新入
会員の方だけでは心細いので、これも奉仕の活動
ではないかなと思いますのでよろしくお願いしま
す。一宮中央ＲＣは夜間例会をやっていますので、
顔を出していただけるとありがたいと思います。

いいと思います。20～30 分の長いスピーチではな
くて 2～3 分のも取り入れることによって大勢の
方が卓話に参加できます。
●会員増強を行いましょう
若い方に入っていただくと、今の時代に合った
新しい職業の方に意見を聞くこともできます。女
性の方もジムやヨガに行くような感覚で例会にき
ていただければ、にぎやかになってきます。会員
増強にはブランドが大事ですが、ロータリーのブ
ランド、津島ＲＣのブランドに対して評価されま
す。世の中に良いブランドとしてアピールして評
価していただけるのは、今ここにいる皆様方です。
今以上にブランドを上げていただき、新しい会員
に入っていただくためのきっかけは皆様方会員で
す。ブランドを高める活動が必ず会員増強につな
がると思います。ローターアクトクラブやインタ
ーアクトクラブの活動にも応援して、その方たち
の会員増強にも協力していただきたい、そして新
しいクラブを設立するようなことがあれば、皆さ
んに協力していただければありがたい。
●ポリオ撲滅に貢献する活動をしましょう
ＷＦＦ(ワールドフード＋ふれ愛フェスタ)がポ
リオ撲滅を掲げておりますので、ＷＦＦのスポン
サーになったりチケットを買ったり、ＷＦＦに行
って飲食していただくことにより、ポリオ撲滅に
貢献したことになります。例会でポリオの話をす
るとか、地区からポリオの専門家に来ていただく
とか、またポリオだけではなく、「ポリオプラス」
ですので新しい病気に対しても継続的にやってい
ただければと思います。
●ロータリーデーを楽しもう
「ロータリーデー・津島の抹茶文化探訪」によ
って、地域の人たちにロータリーの活動について
知っていただく機会になると思いますので、こう
いう活動はどんどん続けていただきたいと思いま
す。戦略特別委員会でいろんなことを練って、新
たなロータリーデーの活動を組み込んでいただき
たい。ロータリーデーはＲＣと地元との接点です
ので、自然にやっていただけると良いと思います。

●工夫した例会を開催しましょう
今年度の地区の行動指針は、分区内交流活動を
行おう、工夫した例会を開催しようとガバナーは
言われております。津島ＲＣはストレッチをやる
などの工夫をされています。地区のホームページ
●My ROTARY に登録しよう
に活動を載せようということで、近藤眞地区副幹
地区では 50％の会員に登録していただきたい
事さんは地区ＨＰの中心になっておられ、久保田
と言われています。登録することによって、ロ
充三地区スタッフさんも一緒に作っておられます。
ータリーのいろんなことが見えてきます。津島
『ガバナー月信』の編集もしていただいておりま
ＲＣは今 13％ですので、登録数を増やすと表彰
す。津島ＲＣがやっている活動をいろんな方々に
されます。
見ていただくためにも載せていただきたいという
ことです。そういったことが会員増強にもつなが
●ロータリー賞へ挑戦しましょう
っていくと思います。
ガバナー特別賞は、My ROTARY 登録が会員の
新入会員の方にとって入会は一生に一度のこと
40％以上でクラブの事業が地区ホームページに
ですので、入会式を工夫してやっていただけると
1 つ以上掲載されるのが条件です。
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近藤眞地区副幹事
津島ＲＣの柴田伸彦さん
が 7 月 23 日に分区内交流で
あまＲＣでメーキャップし
て、報告書をいただきまし
たので、地区のホームペー
ジに掲載しております。ぜ
ひご覧ください。
地区大会は蒲郡で開催し
ますが、蒲郡クラシックホテルは昨日のテレビ
ドラマ「ハゲタカ」の“日光みやびホテル”の
ロケ地です。古くて格調のあるホテルですから、
地区大会の折にちょっと足を延ばして見ていた
だくのもおもしろいと思います。

クラブ協議会

ガバナー補佐ご一行を囲んで

会長幹事懇談会
例会前にウー
ル会館 2 階に
て会長幹事懇
談会を開催

クラブ協議会の様子
次年度
忙しい
なぁ～
…

和田ガバナー
補佐(右)と池
戸分区幹事

西尾張分区担当の
近藤地区副幹事
(左)と久保田地区
スタッフ(右)

山田副会長、伊藤会長

小林啓子職業
奉仕委員長

篠田廣次年度
ガバナー補佐

寺島淳一
稲垣宏高
青少年奉仕 国際奉仕
委員長
副委員長

幅辰雄
クラブ奉仕
委員長

ゴルフ焼
けかね？
左から、見学中の篠田次年度ガバナー補佐、
杦田勝彦次年度幹事、伊藤幸蔵次年度会長、
伊藤哲朗会長
大変だ
よねー

いや、仕事
焼け！(笑)

次年度ガバナー
補佐事務所の準
備も始めとるぞ
勉強して
ます
吉田康裕幹事と
山田勝弘副会長
高木輝和Ｓ.Ａ.Ａ.

山田公男君
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その他

山田勝弘副会長

伊藤誠君

生が 1 人付いて教えたり、特にカルタ取りで気分
がほぐれると、すっかりお友達になっていました。

伊藤基会場委員長
伊藤哲朗会長挨拶

稲垣宏高青少年奉仕
副委員長の挨拶

浅井厚視南
小学校校長
の挨拶
中野義光君

ストレッチの最中も撮影に頑張る ↑
久保田地区スタッフ
姉妹都市
ハーキュ
リー市で
ホームス
ティしま
した

ニコボックス委員会勢揃い
左から伊藤雅昭君、梶浦興蔵君、
水野憲雄君、岡本康義君
柴田伸彦委員長

司会は大学生

織物の街・津島について
「紙芝居片岡春吉」で学ぶ

←平成 30 年豪雨
義援金拠出のた
めのメニュー
鈴木吉男君の話
青少年奉仕委員会
稲垣宏高副委員長
8 月 26 日(日)、
津島市観光交流
センターにて、
「第 18 回天王
子ども塾」を開
催しました。今
年度は「～ジュ
ニア版～ 津島
郷土カルタで遊
ぼう」をテーマに、津島市について勉強しながら、
「津島かるた」取りで遊び、自分たちのオリジナ
ルカルタを作るという授業です。小学 4～6 年生の
15 名が参加、大学生が講師をしたり、各机に大学

紙芝居を熱心に見入る子どもたち

2015～16 年度地区補助金事業で制作し
た津島の検定テキスト『ジュニア版津島
の祭』等で津島の歴史や文化を勉強
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津島市観光交流センター全体の様子

9 月のメニュー
9 月 7 日（金) にぎり寿司
※9 月 14 日、28 日のメニューは次回
掲載します。21 日はガバナー公式
訪問例会のため名鉄グランドホテ
ルの食事です。

見学の津島ＲＣ会員の皆さん

9 月の例会変更

まずは「津
島かるた」
でカルタ
を体験し
ます。

クラブ名
名古屋栄 RC
名古屋東 RC
尾西 RC
名古屋城北 RC
あま RC
名古屋千種 RC
名古屋東南 RC
名古屋丸の内 RC
一宮中央 RC
名古屋東南 RC
稲沢 RC

朝から勉強
したり遊ん
だりしたこ
とを思い出
して、自分
のオリジナ
ルカルタを
作ります。
← 子供たち
と一緒の机で
教えたり、カ
ルタで遊んだ
り、講師をし
たりしたボラ
ンティアの大
学生たち ↓

日
9/3
9/3
9/3
9/4
9/10
9/11
9/12
9/13
9/19
9/26
9/26

曜
月
月
月
火
月
火
水
木
水
水
水

サイン受付
名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 9F(夜)
ﾎﾃﾙﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ
尾西信用金庫本店
栄東急 REI ホテル
名鉄グランドホテル
ﾎﾃﾙﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 9F
一宮商工会議所㌱(夜)
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
林商事ビル

次回例会
第 3164 回 ’18 年 9 月 7 日 (金)
卓話担当：伊藤彰浩君
講
師：西尾張シーエーティヴィ㈱
代表取締役社長 青木啓氏
演
題：「おかげさまで創立 30 周年
～これからも地域とともに」
～」
お知らせ
■戦略特別委員会
と き：9 月 4 日（火）18：00
ところ：魚しま
■国際奉仕委員会
と き：9 月 14 日（金）18：00
ところ：夢菓子家
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