
     

 

- 1 - 

第 3165 回例会                                                               

本日の行事予定 (2018 年 9 月 14 日) 

第 3165 回例会 

卓話担当：三谷栄一君 

講  師：東海ラジオパーソナリティ 

      フリーアナウンサー 

青山紀子氏 

演  題：「ラジオの裏側 

～伝える工夫～」 

 
先回の記録 

第 3164 回 ’18 年 9 月 7 日（金）晴れ 

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～」 

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  田中正明君 
ビ ジ タ ー 河村昭利君（あまＲＣ） 
       山田広明君（あまＲＣ） 
       加藤徹君（あまＲＣ） 
会 員 総 数  66名   8月 17日例会分訂正 
出席免除会員  21名    欠 席 会 員   11名 
本日出席会員  54名    MAKEUP会 員    7名 
本日の出席率 80.30％   訂 正出席 率  98.41％ 
超 過 出 席 伊藤哲朗君、山田勝弘君、吉田康
裕君、幅辰雄君、堀田正裕君、加藤隆朗君、神谷
里明君、野尻栄一君、滝川林一君（親睦活動委員
会）、猪飼充利君（第 2回地区社会奉仕委員会） 

 
会長挨拶 

伊藤哲朗会長 

台風一過と申しますか、通

常は秋らしくなっていくの

ですが、昼間の気温はなかな

か下がらないようでありま

す。まあ、朝晩だけは涼しく

なってまいりました。大きな

台風でしたので、被害に遭われた方はなかったで

しょうか。私共も、看板１枚がはがれ、カレー屋

さんの瓦が１枚落ちました。幸い怪我をされた方

がなかったようで、胸をなでおろしています。四

国、大阪地域が直撃でして、そのままずっと日本

海側を北上しました。被害に遭われた方、当該地

域の皆様には、心からお見舞い申し上げます。 

 また、昨日は台風一過の北海道で、マグニチュ

ード 6.7 という大きな地震が起きました。北海道

では、勢力を保ったままの台風、そして地震が発

生し、またしても大きな被災をうけることになり

ました。心からお見舞い申し上げます。 

 さて、本日の卓話担当は伊藤彰浩君でして、講

師にはクローバーＴＶの青木社長にお越しいただ

いております。早いもので、クローバーＴＶさん

も創立 30周年を迎えられ、心からお祝い申し上げ

ます。私も、先代の伊藤敏男社長にお誘いをいた

だいて、ほんの少しだけ出資のお仲間に入れてい

ただきました。発展された 30年間を、楽しみにお

聞きしたいと思っています。 

 また、広い見識と情報力をお持ちの伊藤彰浩君

には、メンバーのためにも出来うる限りの出席を

お願いするところであります。 

 さて先日、当地域おきましては、大規模な防災

訓練が行なわれました。先日の台風は、当初、直

撃を受けるコースでしたので、早速緊迫感が走り

ました。当地域は、昭和 34年の伊勢湾台風と、昭

和 36年の第 2室戸台風が、最も大きな台風として

印象に残っています。昭和 51年には目比川の決壊

があり、海抜 0 メートル地帯として、常に浸水の

脅威にさらされてきました。少し雨が降るだけで、

家の前の道路が潅水してしまう、ということがよ

く起きています。 

 しかしながら、やはり、伊勢湾台風の被害は別

格でありまして、それも 59年たった今、記憶して

いる方が少なくなってきております。当時、幼稚

園の年長であった私も、水が片町 1 丁目に少しか

かったところまで来ていたことを思い出すのみで

あります。 

 また、地震となりますと、やはり明治 24年の濃

尾大震災でして、実際に体験された方は誰もおみ

えになりません。日本列島は地震国でありまして、
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100 年に 1 回起きるかどうかといわれる震災も、

避けて通れない状況であります。要塞のようなま

ちづくりはできませんが、常に何らかの対策は、

心がけなければと思います。 

 伊勢湾岸の高潮防潮堤や水害対策は、おおよそ

の水害を防ぐ防御ラインとして、先人の皆様に感

謝しなければと思います。 

 
幹事報告 

吉田康裕幹事 

 本日例会終了後、理事会を

開催します。役員、理事、

委員長の皆様はご出席を

お願いします。 

 本日は、西尾張分区内交流

として、あまロータリーク

ラブより 3 名に例会に出

席していただいています。（山田広明君、河村

昭利君とスポンサーの加藤徹幹事） 

 9 月 8 日（土）、地区審議会及び指導者育成セ

ミナーが開催され、伊藤哲朗会長と松本浩義会

員増強委員長が出席する予定です。 

 9 月 9 日（日）、地区 RLI 会長エレクト研修パ

ートⅠが開催され、伊藤幸蔵会長エレクトが出

席する予定です。 

 9 月 13 日（木）第 4 回地区職業奉仕委員会に

浅井彦治君が出席する予定です。 

 本日、『ロータリーの友』9 月号を配布し、『ガ

バナー月信』及び『The  Rotarian』各 9 月号

を回覧しています。『ガバナー月信』は地区の

ホームページからも閲覧でき、先日の柴田伸彦

君が提出した「分区内交流」の報告書や、地区

の情報が閲覧できますので一度ご覧になって

ください。 

 
ニコボックス報告 第 3164回分 

柴田伸彦ニコボックス委員長 
加藤徹君、山田広明君、河村昭

利君（あまＲＣ） 3年未満会

員訪問で参加させていただき

ます。楽しませていただきます

ので、よろしくお願いします。 

青木啓君 ニコＢＯＸに（お車

代を）寄贈します。 

伊藤哲朗会長、山田勝弘副会長、

吉田康裕幹事 ①本日の卓話講師に、西尾張シー

エーティヴィ㈱の青木啓氏をお迎えして。②伊藤

彰浩君、本日の卓話よろしくお願いします。 

伊藤哲朗君、山田勝弘君、吉田康裕君、佐藤敬治

君、寺島淳一君、野尻栄一君 分区内交流であま

ＲＣの入会 3 年未満会員、河村昭利君、山田広明

君とスポンサーの加藤徹君をお迎えして。 

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、伊藤幸蔵君、伊藤雅昭君、大河

内勝彦君、片岡鉄君、加藤則之君、加東育郎君、

佐藤敬治君、坂井裕君、住田正幸君、寺島淳一君、

寺田晏章君、幅辰雄君、水野憲雄君、矢田潔君、

山本達彦君、余郷利彦君 卓話講師に西尾張ＣＡ

ＴＶの青木社長をお迎えして。 

伊藤彰浩君 本日、卓話担当です。お世話になり

ます。ありがとうございます。 

則武克也君 当社（クローバーＴＶ）青木社長の

卓話をよろしくお願いします。 

加藤隆朗君、三谷栄一君、宅見康悦君、梶浦興蔵

君、篠田廣君（津島海部明照会）青木さん、津島

ロータリーにようこそ。お話、楽しみにしています。 

山田公男君 9 月、10 月、2 か月司会をさせてい

ただきます。 

鈴木吉男君 クローバーＴＶ青木社長をお迎えし

て。平素より公私ともにいろいろご指導いただい

ております。今後ともよろしくお願いします。 

伊藤哲朗君 水野先生にお世話になりました。 

高木輝和君 柴田さんにお世話になりました。 

柴田伸彦君 台風では、停電で大変ご迷惑をおか

けしました。 

神谷里明君 ウィークリーに写真が載りまして。 

小林啓子君 その他。 

 

卓 話 

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～」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日はヨシヅヤ伊藤社長の卓話のお時間をいた

だきクローバーＴＶが創立 30 年を迎えたことに

因み、弊社の現在・過去・未来についてお話しさ

せていただきます。 

 津島ＲＣには株主様も多数おみえになり、津島

商工会議所をはじめ諸々の団体の関係で開局当初

よりお世話になっている方もみえ、また、昨年ま

で弊社前社長の生田達一氏が、現在は常勤役員の

則武取締役が（津島ＲＣに）参加させていただい

ており、高い席からはいささか話しづらい環境で

はありますが 30分程おつきあいください。 

タイトルにもあるように「創立 30年」というこ

とでまさに平成と共に歩んできた会社であります。

最近メディア等でもよく耳にしますが、この 30

年は放送と通信が様変わりした 30 年でありまし
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た。インターネットの出現、デジタル放送への変

換等、社会と人々の生活が激変した時代の中で、

当社も試行錯誤を繰り返しつつ、着実に成長して

まいりました。 

当社を開始したのは 4 人の創業者が発起人でし

た。当時 4 人の皆さんは津島ＲＣのメンバーであ

り、おそらく例会の時などにも会社設立のお話を

されていたと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また開局時に 4 人の創業者の思いにご同意いた

だき、ご出資いただいた方、準備をしてみえた方

も多数みえ、津島ＲＣが当社のベースと言っても

過言ではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開局当初はまだ加入者も 300 件程度でしたが、

創業者の皆さんが津島神社の役員をやってみえた

こともあり、開局の年から 28年間天王祭の生中継

を継続して実施しています。未確認情報ではあり

ますが、吉原創業社長は「全国で初めて社務所に

ケーブルテレビを導入した」とよく豪語してみえ

ました。 

市議会中継も早くから取り組んでまいりました。

当時、加入者を増やすことが最大の使命でありま

したから、地域の方々に民放やＮＨＫでは取り扱

わない番組を放送することも営業行為の一環とし

て始めました。当初は議会の抵抗もあり苦慮しま

したが、傍聴席からの１カメという条件で平成 3

年の 12 月議会より開始し、天王祭同様 28 年間継

続しています。現在では津島・あま・弥富・蟹江

の年 4 回の本議会は生中継にてお届けしておりま

す。（愛西市議会は録画放送） 

もうひとつ特筆すべき番組が地方選挙の開票速

報です。これは平成 4 年の愛知県議選を皮切りに

放送エリア内の首長選挙市議選、町議選全てを継

続的に生放送してまいりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先日の台風 21号の関係でケーブルの断線・機器

の故障等もあり、地域の皆様に多大な被害を起こ

しました。誠に申し訳ありませんでした。中電の

柴田所長も長時間・広範囲に及ぶ停電で大変ご苦

労される中、日付が変わるまで当社に復旧情報を

いただき、それを基に顧客対応をしておりました。 

地域の災害情報・緊急情報を標榜する当社が電

波を停めていては問題であり、来期よりエリア内

のケーブル設備を全面的に光化することを決めま

した。（ＦＴＴＨ: Fiber To The Home）多大な投

資にはなりますが、2020年の東京オリンピックを

代表取締役 

故吉原久夫氏 
取締役 

故片岡忠明氏 

取締役 

故伊藤敏夫氏 
取締役 

故柴田錦一氏 



     

 

- 4 - 

第 3165 回例会                                                               

次回例会 

第 3166 回 ’18 年 9 月 21 日 (金) 

≪ガバナー公式訪問例会≫ 

時 間：12：30～ 

会場：名鉄グランドホテル 11階「柏の間」 

その他：あまＲＣとの合同 

 

お知らせ 

 ■第 1回戦略特別委員会 

  と き：9月 19日（水）18：00 

  ところ：魚しま 

  その他：台風のため 9月 4日→ 

19日に変更 
 
 ■第 34回津島東高校ＩＡＣ例会 

  と き：9月 21日（金）16：00 

  ところ：津島東高校北館 2中教室 

見すえ、テレビ放送の 4Ｋ8Ｋにも対応すべく地域

の情報通信インフラの役割を果たすには必要な事

業と考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当社は限定されたエリアの中で「コミュニティ

ビジネス」を営む会社であります。地域が発展し

ないと当社の発展もありません。今後も地域と共

に成長し歩み続けていきたいと考えております。

津島ＲＣの皆様も今まで同様のご支援・ご協力を

お願いいたします。 

 

誕生日祝福（9月） 

加藤隆朗親睦活動委員 

遠山孝義君（ 9日） 

後藤 亨君（21日） 

河西あつ子君（24日） 

住田正幸君（29日）  

服部 貴君（30日）  

ご夫人・ご主人 

柴田伸彦君（ 4日)    篠田  廣君(12日) 

相羽あつ子君（14日）  矢田 潔君(15日)  

小林啓子君（19日）   寺島淳一君(20日) 

長田一郎君（20日)    宅見康悦君(30日) 

結婚記念日祝福 

伊藤 基君（17日）    猪飼充利君(21日） 

余郷達也君（27日） 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

山田勝弘副会長 山田公男 

会場副委員長 
田中正明君 

分区内交流で出席されたあまＲＣ

の皆さん 

←堀田力男社会奉仕委員長 

 10/13 ロータ

リーデーです 

 


