本日の行事予定 (2018 年 9 月 28 日)
第 3167 回例会
卓話担当：杦田勝彦君
講
師：山田富久氏
演
題：「津島の魅力を探る
～金筬リードワイヤーの製造～」

バナー公式訪問例会ですので、よろしくお願い致
します。
本日の卓話担当は三谷栄一君
で、講師に青山紀子様をお迎えし
ております。人に伝えることはと
ても難しく、誤解もよくおきます。
しっかり勉強したいと思います。
合併号
さて、先日は全米オープンテニ
先々回の記録
スで、大坂なおみさんが歴史的な
第 3165 回 ’18 年 9 月 14 日（金）晴れ
優勝、いわゆる参加 102 年目の快挙となりました。
卓話担当：三谷栄一君
自分に直接かかわりはありませんが、なんとなく
講
師：東海ラジオパーソナリティ
嬉しく思いました。とりわけ、意味不明の日本語
フリーアナウンサー
「おやすみなさい！」が飛び出すと、その不器用
青山紀子氏
さが微笑ましいのです。そして、優勝が決まって
演
題：「ラジオの裏側
ベンチで食べていたのが、
「バナナ」であります。
～伝える工夫～」
最高の「バナナ」を味わったであろうと想像でき
ストレッチ体操 大河内勝彦君
ます。今日は、そのバナナについて、少し話して
ロータリーソング 「日も月も星も」
みようと思います。以前、名古屋シティマラソン
ソングリーダー 山本達彦君
を走った時も、沿道から声援と共に差し出される
会 員 総 数 66 名
8 月 24 日例会分訂正
のが「バナナ」であります。また、子供のころ熱
出席免除会員 22 名
欠 席 会 員 10 名
を出した時に、食べさせてもらえたのが、「バナ
本日出席会員 50 名
MAKEUP 会 員
4名
ナ」でありました。
本日の出席率 76.92％
訂 正 出 席 率 95.24％
「バナナ」の今の価格ですが、安いところで 4
超 過 出 席 伊藤哲朗君、堀田力男君、小林啓
本 100 円と社員に聞きました。安い店は一皿 15
子君、篠田廣君、滝川林一君、山田勝弘君、伊藤
本ほどで 100 円の時もあったと聞きました。
幸蔵君、三谷栄一君、柴田伸彦君、田中正明君、
さてさて、そんな「バナナ」ですが、シュガー
吉田康裕君、伊藤基君、野尻栄一君、鈴木吉男君、
スポットといわれる茶色の斑点が出るくらい熟し
寺島淳一君、相羽あつ子君、加東育郎君、高木輝
た方が、栄養たっぷりだそうであります。特に、
和君、山田公男君、幅辰雄君、神谷里明君、堀田
生活習慣病と呼ばれるものには効果的で、免疫能
正裕君(ガバナー補佐公式訪問例会クラブ協議会)、
力を高めたり、抗酸化作用があるとされています。
伊藤哲朗君、服部貴君、伊藤基君、岡本康義君、
反対に青い「バナナ」は食物繊維が多いので、
横井知代君、山田勝弘君、堀田正裕君、鈴木吉男
便秘にはよく効きますが、下痢をする人は少なめ
君、吉田康裕君、猪飼充利君、前田昭生君、田中
にしたほうがよいとされています。
正明君、相羽あつ子君、稲垣宏高君、山田公男君
さて、「バナナ」の皮は、こちらも栄養たっぷ
（第 18 回天王子ども塾）、柴田伸彦君（珠洲ＲＣ）、
りだそうですが、主に食べ方は 3 つ候補が上げら
鈴木吉男君（ハーキュリーＲＣ）
れていました。①ゆでて和える、②スムージーに
する、③衣をつけて揚げるそうですが、まあ、私
会長挨拶
自身食べたことはありません。
伊藤哲朗会長
バナナの皮の効能で、①歯を磨くと白くなる、
朝晩は、すっかり秋らしくなりました。本日も、
②バナナの内側をニキビにあてると、沈静化する、
出席いただきありがとうございます。来週は、ガ
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③皮製品を磨くとスベスベになる、④虫にさされ
 「平成 30 年 7 月豪雨」義援金について村井ガ
たところのかゆみが和らぎます、⑤バナナの皮を
バナーからの報告をお伝えします。支援総額は
土に混ぜると、根の成長が促進される、⑥汚染さ
570 万円となりました。内訳として 2670 地区
れた水を浄化する、などなどであります。
（愛媛・香川・高知・徳島）へ 110 万円、2690
バナナはちょっとお高くなってしまいましたが、
地区（岡山・島根・鳥取）へ 230 万円、2710
いろいろ効能があるようです。朝、食べるか、夜、
地区（広島・山口）へ 230 万円の配分金額とな
食べるかは、少々効能に差があるようであります。
っています。これは被害・損害に合わせて決定
食べすぎは、やっぱり良くなく、腎臓病には要注
したということです。皆様からのご協力、誠に
意だそうです。ただ、ストレス緩和にはよいそう
ありがとうございました。
で、大坂さんも、優勝でのブーイングをうまく緩
 津島商工会議所様が毎年開催されています「津
和できたかもしれません。
島の達人」歴史検定の後援名義を津島ＲＣで受
けさせていただきましたので、ご報告します。
幹事報告
吉田康裕幹事
ニコボックス報告 第 3165 回分
 9 月 14 日（金）、国際奉
柴田伸彦ニコボックス委員長
仕委員会が開催されます。
伊藤哲朗会長、山田勝弘副会
寺島淳一委員長はじめメ
長、吉田康裕幹事 ①本日の
ンバーの皆さんよろしく
卓話講師にフリーアナウン
お願いします。
サー、東海ラジオパーソナリ
 9 月 19 日（水）、前回中
ティの青山紀子さんをお迎
止となりました第 1 回戦
えして。②三谷栄一君、本日
略特別委員会が開催されます。鈴木吉男委員長
の卓話よろしくお願いしま
はじめメンバーの皆さん、また入会 3 年未満の
す。
メンバーの皆さん、活発な委員会をよろしくお
相羽あつ子君、飯村理君、篠田廣君、高木輝和君、
願いします。
野尻栄一君、横井知代君 ①本日の卓話担当、三
谷栄一君よろしく。講師にフリーアナウンサー、
 次週 9 月 21 日（金）の例会は、ガバナー公式
東海ラジオパーソナリティの青山紀子さんをお迎
訪問例会となりますので、例会場の変更となり
えして。
ます。12：30 より、名鉄グランドホテルにて、
伊藤哲朗君、浅井彦治君、伊藤幸蔵君、伊藤誠君、
津島ＲＣがホストとしてあまＲＣと合同で開
大河内勝彦君、神谷里明君、加東育郎君、小林啓
催します。お間違えのないよう、よろしくお願
子君、坂井裕君、柴田伸彦君、杦田勝彦君、住田
いします。なお当日は、記念写真撮影もありま
すが、皆さんはクールビズでも構いませんので、 正幸君 大坂なおみ選手、全米オープンテニス女
子シングルス、日本人初の優勝、おめでとうござ
よろしくお願いします。
います。
 9 月 21 日（金）16：00～、津島東高校インタ
三谷栄一君 本日卓話を担当します。よろしくお
ーアクトクラブ例会が開催されます。
願いします。
 9 月 25 日（火）、地区内クラブ社会奉仕委員
水野憲雄君 東海ラジオのパーソナリティ青山紀
長会議が開催され、地区へ出向しています猪飼
子さんをお迎えして。また、今回の東海ラジオ大
充利委員が出席する予定です。
感謝祭に、黒沢薫が出演しています。よろしく。
 9 月 26 日（水）から 9 月 28 日（金）までの 3
堀田力男君 津島の抹茶探訪、1 か月後開催です。
日間、津島ＲＣと台北滬尾ＲＣとのグローバル
皆さん、ご協力お願いします。
補助金事業の現地調査（中間報告）のため、国
浅井賢次君 ①涼しくなり、やっと元気になって
際奉仕委員会の寺島淳一委員長はじめ 6 名が
天王川公園へストレッチやラジオ体操、ウォーキ
出発します。視察報告を楽しみにしていますの
ングへと出かけるようになりました。②三谷さん、
で、お気をつけて行ってきてください。
美しい卓話の先生をお招きしていただき、ありが
 「ロータリー希望の風募金箱」を設置しました
とうございました。③宇佐美君、自然災害大変で
ので、御協力をよろしくお願いします。
したね。身体に気をつけてください。
八谷順一君 ガバナー公式訪問例会欠席です。ロ
≪ロータリー希望の風奨学金について≫
ータリー財団にご協力お願いします。
ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会
住田正幸君、山田勝弘君 後藤務さんにご馳走に
として第 2760 地区のほか日本 10 地区が作っ
なりました。
た、月額 5 万円で返還不要の奨学金制度。2011
宇佐美三郎君 水野先生にお世話になります。
年に生まれた人が大学を卒業する 2033 年まで
山田公男君 ウィークリーに写真が載りました。
続きます。今年度の奨学生は 173 名、8 年間で
伊藤雅昭君、河西あつ子君、田中正明君 その他。
寄付総額 898 百万円のうち 474 百万円が支給
されました。
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卓 話
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～」

発音の基本 滑舌練習をしてみよう
①伝えるための言葉の明瞭さを得るために
顔の体操
（発音の準備運動）
あいうえお （口の形を意識）
あい いう うえ えお
うおえいあ （思いっきり顔の筋肉を伸ばす）
【滑舌練習】
アイウエオ イウエオア ウエオアイ
エオアイウ オアイウエ

青山紀子さんは 2017 年春、東
海ラジオアナウンサー(約 22 年)
を卒業し、フリーアナウンサー
になりました。現在、東海ラジ
オの番組「きくち教児の楽気！
ＤＡＹ(ラッキーディ)」、「松原敬
生の日曜も歌謡曲」等々に出演
したり、名城大学や中京大学その他の非常勤講師
を務めるほか、「日本ソムリエ協会認定」のシニ
アワインエキスパートの資格をお持ちです。

伝わる話し方になるために……
話し方は普段「意識」することで、少しずつでも
改善していく。話すたびに毎回自分自身で意識す
ること、これが一番上達するコツ
毎日・毎回意識するポイント
① スマイル（笑顔）で話す
・明るく聞こえる
・声が遠くに届く
⇒真顔を笑顔に！！
ラジオは顔が見えないメディ
無理やりでも口角をあげる
アとして、音声のみで「伝える」 ②単語の最初の文字をはっきり
ことを日々行っているため、
「ど
おはようございます
うしたら伝わりやすいか？」これ
お疲れ様です
を日々考えています。皆様のお立
ありがとうございます
場上、人前で話すことも多いはず。
今日は、「津島ロータリーの あゆみ」につ
→伝わるためにプロが何をしているか伝授します。
いて お話しします
※昨日のニュースから
伝わるためには……
山口県岩国市の 旭酒造は １３日、西日本
①言葉の明瞭さ
豪雨で 被災した設備が 復旧後に 初め
ぼそぼそしゃべって聞き取れない
て仕込んだ日本酒 「獺祭」を 出荷しまし
→ 滑舌練習（※ 後でやります）
た。
声が小さくて聞き取れない
③相手に聞き取りやすく
→ 発声練習
自分が発音する
②話し方
早口→ 自分が話すときのスピードと相手が理
伝わる話し方の極意
解するスピードは違う。（原稿を用意した
◆話すことは、相手に伝えること
時は、特に注意。その時こそ書き言葉では
◆相手に伝わるように
なく話し言葉で）
自分が発声し、発音すること
→ 一本調子
つまり、伝わる話し方の極意とは、常に相手に伝
→ 言葉には緩急・高低など表情がある（音
わっているか考える、思いやりの気持ちを持つこ
域がせまい）
と。
口癖
→ 話し始めに「え～」と出てしまう
その他
③話の内容
一緒に写してぇ～
何が伝えたいのかわからない。同じ話が何度も
出てくる。
→自分の話にタイトルが付けられますか？
1 ネタ 3 分
話している途中にふと思いついた方向に話を変
えて、着地点が解らなくなる
→ どうしても話したかったら、それを話し終わ
山田勝弘副会長
ったあとに「話を本題に戻しますと…」と付
け加えるだけで、自分の軌道修正ができる
高木輝和Ｓ.Ａ.Ａ.と
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先回の記録
第 3166 回 ’18 年 9 月 21 日（金）晴れ
―あまＲＣ合同―
≪ガバナー公式訪問例会≫
於：名鉄グランドホテル
ロータリーソング 「我等の生業」
ソングリーダー 鈴木吉男君
ビ ジ タ ー 第 2760 地区ガバナー
村井總一郎君（豊橋ＲＣ）
第 2760 地区幹事
佐々木利政君（豊橋ＲＣ）
会 員 総 数 66 名
8 月 31 日例会分訂正
出席免除会員 22 名
欠 席 会 員 13 名
本日出席会員 44 名
MAKEUP 会 員
8名
本日の出席率 66.67％
訂 正 出 席 率 93.85％
超 過 出 席 伊藤哲朗君、吉田康裕君、篠田廣
君、山田勝弘君、伊藤幸蔵君(第 1 回西尾張分区会
長幹事会)
会長挨拶
あまＲＣ 大竹敬一会長
あまＲＣは本年創立 50 周年を
迎えます。1969 年に津島ＲＣさ
んを産みの親として誕生し、年に
1 回こうして合同例会をさせてい
ただき、緊張しております。
サザンオールスターズが 40 周
年を迎えて「海の Oh, Yeah!!(ウミノオヤ)」という
アルバムを出しました（この利益の一部に関して
は 2018 年 7 月に起きた西日本を中心とする豪雨被
害の支援や東日本大震災などさまざまな自然災害
の寄付金として使われる）。
7 月、8 月、いろんな災害が各地で起きています。
村井ガバナーはいち早く義援金を募り西日本豪雨
の被災地に送られましたので、いろんなところに
気を配られる素晴らしい方だと思います。後ほど
アドバイスをいただけるかと思いますので、皆さ
んと一緒にお聞きしたいと思います。よろしくお
願いします。
会長挨拶
津島ＲＣ 伊藤哲朗会長
本日は、村井ガバナーのご
来訪、まことにありがとうご
ざいます。会長エレクトの時
から引き続きご指導賜り、本
日もご指導いただき、心から感謝申し上げます。
あまクラブさんには、平素から大変お世話にな
り、そのクラブのご活躍は大変敬服いたしており
ます。折りしも、本年はクラブ創立 50 周年を迎
えられ、更なる飛躍をとげられるところでありま
す。入会したころ欠席が多く、いく度かは、メー
キャップに寄せさせていただきました。本年は、
分区内交流というテーマをガバナーに掲げていた
だきまして、うちのメンバーの柴田君と堀田君が、

あまクラブさんにお世話になりました。交流が進
むということは、そこに新たなインスピレーショ
ンが起きることになりまして、当クラブも素晴ら
しい方針をいただいたと思っております。
本年、津島クラブは村井ガバナーの方針のもと、
台湾とのグローバル補助金事業、地区補助金事業
「ロータリーデー・津島の抹茶文化探訪」、「津島
ロータリー杯“特別復興”空手道大会」などの事
業を推進しております。持続可能性や多様性のあ
るクラブ運営、地域に根ざし国際的な視野をもつ
活動をめざし、取り組んでいるところであります
が、本日はガバナーのお話をお聞きして、さらに
取り組みをしっかりしたいと思っております。
村井ガバナーは、プロフィールにありますよう
に理学博士としての学位をお持ちになり、気象予
報士という結構難しい資格もお持ちでらっしゃい
ますので、先の見通しをしっかり予報できる方だ
と思っております。そんな頼もしいガバナーに、
ご講演いただけますので、楽しみに拝聴したいと
思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。

ニコボックス報告 第 3166 回分
柴田伸彦ニコボックス委員長
村井總一郎ガバナー、佐々木利政地
区幹事（豊橋ＲＣ） 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、加藤則之君、佐藤敬治君、坂井
裕君、篠田廣君、柴田伸彦君、杦田勝彦君、高木
輝和君、長田一郎君、野尻栄一君、則武克也君、
幅辰雄君、堀田力男君、水野憲雄、山本達彦君、
横井知代君 村井ガバナーと佐々木地区幹事をお
迎えして。
余郷達也君 9 月 22 日に結婚して 22 年目になり
ました。
稲垣宏高君 月例ゴルフ、優勝しました。メンバ
ー、天候(?)に恵まれました（笑）。
長田一郎君 ドイツ、フランス、イギリスに行っ
てまいりました。
住田正幸君 その他。
東京ＲＣ創立＆日本のロータリー100 周年を祝う鐘
2020 年 10 月 20 日の東京ＲＣ創立 100 周年は、
日本のロータリー100 周年です。100 周年実行委員
会では記念ゴングを国内全 34 地
区に贈呈しました。ガバナー公
式訪問等で点鐘し、100 周年をお
祝いしましょう。

RI 第 2760 地区
全ＲＣの名入
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ガバナー卓話
村井總一郎ガバナー
【バリー・ラシンＲＩ会長の
メッセージ】
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、そして創造
性をもって正面から立ち向かう
意欲を、クラブ、地域社会、そし
て組織全体から引き出すための
「インスピレーション」となる必要があるのです。
変化をもたらすインパクトのある活動を通じて、
ロータリーが地域社会の「インスピレーション」
となることを願っています。ロータリーでは、何
がインスピレーションとなるか、つまり、何が刺
激となり、前進の活力となるかは、人によって違
います。
BE THE INSPIRATION の「Inspiration」は「Inspire」
の名詞形で、「鼓舞する、刺激する、激励する､
発奮させる」ことで、前進する活力となる。
THE INSPIRATION はインスピレーションする人
（こと）
【地区活動方針】
「あなたの街でロータリーを！
あなたの街からロータリーを！」
ロータリーの理念を学び、奉仕の実践をしよう
【奉仕の理念とは】
「思いやりの心」「共生」
あなたの幸せが私の幸せ、あなたの喜びが私の
喜び
・奉仕の理念を学ぶのは例会場である
多くの会員と知り合いになろう
本来の親睦は知り合いづくりである
・例会の運営を工夫しよう
他クラブの例会運営も体験しましょう
「他国の花を愛で、自国の花の良さを知る、こ
れ観光」中国の易経にあります。
・奉仕の理念を学ぶ機会として、他クラブの例会
に出席しましょう。まず身近なところで奉仕と
は何かを学び、身近なところで（街）で、ロー
タリーの実践活動をしましょう。
・それぞれの会員やクラブの交流が、刺激となり、
鼓舞し合い、前進する活力になりましょう。
【個性あるクラブの集合体】
地域密着／朝から元気／国際奉仕／伝統的正統
派／多忙な若者も参加／ＩＴを活用／全員参加
【個性ある会員の集合体】
親睦命／リーダーシップ／研究熱心／出席
100%／陽だまり／人脈なら／奉仕命
【工夫した例会】
・笑いはあるが私語のない楽しい例会
・入会式は心に残るセレモニーにしましょう
・会員のショートスピーチで和やかにしましょう

・たまにはロータリーソングの 2 番、3 番の歌詞
もうたってみましょう
【ポリオ撲滅について】
ポリオ例会をしましょう
ＷＦＦに参加してポリオ撲滅にご協力ください
【会員増強について】
・女性会員や若い会員を増やしましょう
・魅力あるロータリー活動をしましょう

その他
今年度は津島ＲＣ
とあまＲＣそれぞ
れ単独での会長・幹
事懇談会が行われ、
村井ガバナーより
アドバイスをいた
だきました。
←津島ＲＣ

↑あまＲＣ

山田勝弘副会長

↑ソングリーダーの
鈴木吉男君

←ピアノ演奏の横井知代君

あまＲＣ大竹会長よ
りＲ財団と米山奨学
会寄付の目録贈呈

津島ＲＣ伊藤会長よ
りＲ財団と米山奨学
会寄付の目録贈呈
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戦略特別委員会

10 月の例会変更

鈴木吉男委員長
今年度第 1 回戦略特別委員会は当初の予定 9 月
4 日が台風 21 号のため延期され、19 日(水)に「魚
しま」で 13 名が出席して開催されました。最初に
鈴木委員長より 1 時間ほどのお話がありました。

クラブ名
尾西 RC
名古屋丸の内 RC

名古屋守山 RC
名古屋東南 RC
名古屋大須 RC
一宮 RC
一宮北 RC
名古屋東 RC
名古屋昭和 RC
あま RC
名古屋千種 RC
名古屋ｱｲﾘｽ RC
名古屋栄 RC
名古屋東 RC
尾西 RC
名古屋千種 RC
名古屋名南 RC
名古屋名駅 RC
名古屋和合 RC
名古屋東南 RC
名古屋ｱｲﾘｽ RC
名古屋北 RC
名古屋みなと RC
名古屋昭和 RC
尾西 RC
名古屋城北 RC
名古屋名南 RC
名古屋守山 RC
稲沢 RC
一宮中央 RC

9 月 20 日(木)雨の中、桑名ＣＣにてゴルフ会が
開催されました。参加者は 10 人、さすがに雨がし
のげず、ハーフで打ち切りとなりました。優勝は
稲垣宏高君でした。

日
10/1
10/4
10/10
10/10
10/11
10/11
10/12
10/15
10/15
10/15
10/16
10/17
10/22
10/22
10/22
10/23
10/23
10/24
10/24
10/24
10/24
10/26
10/26
10/29
10/29
10/30
10/30
10/31
10/31
10/31

曜
月
木
水
水
木
木
金
月
月
月
火
水
月
月
月
火
火
水
水
水
水
金
金
月
月
火
火
水
水
水

サイン受付
尾西信用金庫本店
名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 9F
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
名古屋東急ホテル
一宮商工会議所㌱
一宮商工会議所㌱
ﾎﾃﾙﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ
名古屋東急ホテル
名鉄グランドホテル
名古屋東急ホテル
ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋
名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 9F(夜)
ﾎﾃﾙﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ
尾西信用金庫本店
名古屋東急ホテル
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ(夜）
名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ
ﾎﾃﾙﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋
名古屋東急ホテル
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
名古屋東急ホテル
尾西信用金庫本店
栄東急 REI ホテル
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ(夜）
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
林商事ビル
一宮商工会議所㌱(夜)

次回例会
第 3168 回 ’18 年 10 月 5 日 (金)
卓話担当：後藤務君
講
師：㈱三和スクリーン銘板
総合経理部 山本洋一氏
演
題：「加飾技術の世界から見た
これからの車作り」
OUT

IN

ｸﾞﾛｽ

Hcp

ﾈｯﾄ

優勝

稲垣宏高

51

―

51

12.5

38.5

2 位

山本達彦

45

―

45

6.0

39.0

3 位

佐藤敬治

48

―

48

7.5

40.5

順位

氏

名

例会変更のお知らせ
■地区補助金事業（第 3169 回例会）
「ロータリーデー・津島の抹茶探訪」
き：10 月 13 日（土） 10 月 12 日(金)
お茶会 10：00～15：00
月見茶会 18：00～20：00
※例会 12：30～
ところ：国指定重要文化財堀田家住宅
その他：茶室めぐりは午前の部、
午後の部の 2 回
と

10 月のメニュー
10 月 5 日（金)
10 月 19 日（金)
10 月 26 日（金）

ちらし
ビーフカツ
すき焼き
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