本日の行事予定 (2018 年 12 月 21 日)
第 3178 回例会
≪上期納会≫
合併号
先々回の記録
第 3176 回 ’18 年 12 月 7 日（金）晴れ
卓話担当：梶浦興蔵君
講
師：ＭＩＣ国際地球市民教室講師
井上アウン氏
演
題：「ミャンマーの今後」
ロータリーソング 「四つのテスト」
ソングリーダー 寺島淳一君
ビ ジ タ ー 岩田静夫君（江南ＲＣ）
会 員 総 数 64 名
11 月 9 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 50 名
MAKEUP 会 員
10 名
本日の出席率 78.13％ 訂 正 出 席 率 98.25％
超 過 出 席 伊藤哲朗君、吉田康裕君（第 2 回
西尾張分区会長幹事会）、伊藤哲朗君、山田勝弘
君、吉田康裕君、伊藤幸藏君、神谷里明君、野尻
栄一君、則武克也君、鈴木吉男君、山田公男君（戦
略特別委員会）、伊藤哲朗君、山田勝弘君、吉田
康裕君、幅辰雄君、堀田正裕君、加東育郎君、加
藤隆朗君、野尻栄一君、滝川林一君（クリスマス
家族例会試食会＆親睦活動委員会）

会長挨拶
伊藤哲朗会長
今年度、青少年奉仕委員会
が担当した「津島ロータリー
クラブ杯『特別振興』空手道
大会」を無事終えることがで
きました。中野委員長始め、
委員会のみなさん、大変ご苦
労様でした。大勢のメンバー
が参加、お手伝いいただき、またご観覧いただき、
ありがとうございました。閉会式後、片付けの時
間に伊藤基君がかけつけてくれまして、結構助か
りました。事務局の獅子奮迅の活躍で、細部にわ
たってもらさず対処できました。

この大会を通じて、空手道のわずかですが、そ
のスピード、技の切れ、安定感、力強さ、技術の
多彩さ、そして呼吸など、いろいろ感じることが
できました。まさに、バリー・ラシン会長がおっ
しゃる「インスピレーション」があったように思
います。みなさん、本当にお疲れ様でした。
さて、あと 3 回の例会で半期を過ぎようとして
います。
今度の日曜日は、私共が団長を務めます、少年
少女合唱団「トゥモローズ」の 21 回目の定期コン
サートであります。団長といいましても、昨年八
谷君のピンチヒッターをかって出まして、今年も
引き続きやっているだけで、この 1 年で、八谷君
にお返ししようと思っています。
この合唱団の前身は、法人会の社会貢献事業で
つくった「海部津島少年少女合唱団」であります。
この合唱団は、1997 年 7 月にスタートし、11 月の
ＮＨＫ交響楽団とのジョイントコンサートを終え
て解散しています。当時、私は山本鐡彦法人会会
長の命令で、社会貢献事業の担当委員長をしてお
りまして、この合唱団を集めることになったわけ
です。当時の法人会津島支部は豊富に予算があり
まして、それまでは歌謡ショーなどが行なわれて
いましたので、さだまさしのコンサートで、お茶
を濁そうかと考えたのですが、熱心に活動されて
いた橋本真弓さんの言葉を思い出し、合唱団をつ
くることにしました。一宮の合唱団を見学し、決
断したのが 4 月の終わりで、11 月にコンサートを
決めて、とにかく団員を集めなければ、というこ
とで、橋本さんと海部津島小中学校の校長会に、
アピールにいきました。いわゆる募集チラシの学
校配布をお願いに行ったのであります。
70 数名の校長先生の中で、どなたがおっしゃっ
たか覚えていませんが、「あいつは、変わったこ
とを言うけど、間違ったことはやらん」と言って
いただいた方がありまして、約 70 校に学校配布が
実現しました。そして、約 1 ヶ月で 96 名の団員が
集まりました。この経緯は、ある程度ご存知の方
がおられるわけですが、ことさら、あれだけ熱に
浮かされるがごとく合唱団に取り組んだことを、
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今でも思い出すのであります。この合唱団が解散
したあと、保護者の方にダイレクトメールで、私
設の合唱団をつくる呼びかけをしました。約半数
が残って、トゥモローズ合唱団が生まれました。
自分の一生の中で、仕事は大したことができな
く、この少年少女合唱団と、天王文化塾に、やは
り特別な思いがあるようであります。

幹事報告
吉田康裕幹事
 本日はこの後、年次総会
を開催します。
 次週 12 月 14 日（金）は
例会変更となり、翌 15 日
（土）17 時からホテルナ
ゴヤキャッスルにてクリ
スマス家族例会となりますので、お間違えのな
いようお願いします。
 本日の例会終了後、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。
 12 月 21 日（金）の例会は納会となります。欠
席の方は 12 月 14 日（金）までに事務局へご連
絡をください。
 新年 1 月 11 日（金）の初例会の案内を本日、
お配りしました。
 本日は、『ロータリーの友』12 月号を配布し、
『ガバナー月信』及び『The Rotarian』各 12 月
号を回覧しています。これらは地区のホームペ
ージからも閲覧できますので一度ご覧になっ
てください。
 20 年間続けられてきました西尾張分区ロータ
リークラブ美術展は、今回の第 20 回で終了し
ます。2 月 19 日～24 日に開催されますので、
出展される方は 1 月末までに登録をお願いしま
す。詳しくは事務局にお尋ねください。
 12 月のロータリーレートは＄1＝￥112 です。

ニコボックス報告 第 3176 回分
柴田伸彦ニコボックス委員長
岩田静夫君（江南ＲＣ） 江
南ＲＣからまいりました。お
世話になります。
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ＭＩＣ国際地球
市民教室講師の井上アウン
氏をお迎えして。②江南ロー
タリークラブの岩田静夫会
長エレクトをお迎えして。③梶浦興蔵君、本日の
卓話よろしくお願いします。④「津島ロータリー

クラブ杯『特別振興』空手道大会」にご出席あり
がとうございます。⑤来週 12/15（土）はクリス
マス家族例会です。よろしくお願いします。お待
ちしています。
飯村理君、加藤則之君、篠田廣君、柴田伸彦君、
杦田勝彦君、高木輝和君、則武克也君、余郷達也
君 ①本日の卓話講師にＭＩＣ国際地球市民教室
講師の井上アウン氏をお迎えして。ようこそ津島
ロータリークラブにおいでくださいました。②江
南ロータリークラブの岩田静夫会長エレクトをお
迎えして。
伊藤幸藏君 岩田君、ようこそ
梶浦興蔵君 卓話を担当します。
相羽あつ子君 中野委員長はじめ青少年奉仕委員
会の皆さん、空手道大会お疲れ様でした。
坂井裕君 若い子からＰＯＷＥＲをいただきまし
た。中野君ありがとう。
滝川林一君 12/15 クリスマス家族例会よろしく
お願いします。
浅井賢次君 皆様のお陰で(浅井薬局の)創立 66
周年を迎えることができました。
伊藤誠君 尾張中央支店（小牧）から一宮支店に
戻ることになりました。（横すべりです）
神谷里明君 無事還暦を迎えました。
片岡鉄君 家内の誕生月です。
加東育郎君 月例ゴルフで優勝しました。メンバ
ー、天気、ハンディに恵まれた結果でした。
篠田廣君 ロータリーゴルフ入賞（2 位）でした。
山本達彦君 ロータリーゴルフ入賞(3 位)でした。
稲垣宏高君 先日、
伊藤会長にお世話になりました。
小林啓子君 浅井彦治さんにお世話になりました。
ありがとうございました。
稲川明俊君 空手道大会、お休みしました。皆さ
んお疲れ様でした。
水野憲雄君、山田勝弘君、野尻栄一君、浅井彦治
君、堀田正裕君、田中正明君、佐藤敬冶君、大河
内勝彦君 ウィークリーに写真がのりまして。

卓 話
卓話担当：梶浦興蔵君
講
師：ＭＩＣ国際地球市民教室講師
井上アウン氏
演
題：「ミャンマーの今後」
私が来日
した頃は、
ミャンマー
という国を
知っている
人はあまり
いませんで
した。現在、
民主主義と
して政権交

-2第 3178 回例会

代しても国は問題ばかりです。長年の軍事政権で
あった国民もアウンサンスーチ氏に期待をしてい
たが、税金のシステムの見直しをし、国民の生活
は苦しくなる一方、批判も受けています。ロヒン
ギャー問題には 194 年と深い歴史があり、背景に
はイギリスと日本の戦争も関係しています。イス
ラムと仏教の宗教問題はもちろん、人種問題と争
いが続いてきて、このタイミングで軍が掃討計画
を実行したのかと考えている人々も少なくないで
す。国境の権利は軍にあり、民主主義を維持する
ために、スーチ氏も動きにくい立場でもあります。
私が長女を出産した時、義父が「子供同士でも
運命が違う」と。私の心には深く残った一言でし
た。ミャンマーでは、生活レベルが低く十分な食
事や教育が受けられていません、日本の方々が思
っている以上に、子供たちは貧しさの犠牲に巻き
込まれています。識字率も低く知識や技術が不足
しています。その結果、資源や労働力があっても
発展が阻害されています。さまざまな問題を解決
するには時間が必要だと思います。ミャンマーは
独特の国でもあります。機会があったらぜひ行っ
てみてください。きっとチャンスもある国です。

その他

山田勝弘副会長

滝川林一親睦活 動
委員長

ビジターの岩田静夫君
（江南ＲＣ）

加東育郎親睦活 動
委員

ソングリー
ダーの寺島
淳一君

先回の記録
第 3177 回 ’18 年 12 月 15 日（土）晴れ
≪クリスマス家族例会≫
時 間：17：00～19：00
場 所：ホテルナゴヤキャッスル
2Ｆ「青雲の間」
ロータリーソング 「津島ロータリークラブの歌」
「手に手つないで」
ソングリーダー 吉田康裕君
杦田勝彦君
ゲ ス
ト 名誉会員・津島市長 日比一昭氏
〃
夫人 日比みどりさん
名誉会員・愛西市長 日永貴章氏
会 員 総 数 64 名
11 月 16 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 39 名
MAKEUP 会 員
8名
本日の出席率 60.94％ 訂 正 出 席 率 96.43％
超 過 出 席 浅井彦治君(地区職業奉仕委員長
会議)、山田勝弘君（第 2 回次期ガバナー補佐研修
会議）

会長挨拶
伊藤哲朗会長
メリークリスマス、大勢の
皆様にご参加いただき、あり
がとうございます。そして、
ご家族の皆様にはロータリー
クラブの活動に深いご理解、
ご協力を賜りまして、誠にあ
りがとうございます。後先になってしまいました
が、日比津島市長ご夫妻、日永愛西市長、公務ご
多忙の中、ご出席ありがとうございます。
クリスマスは、約 10 日先ではありますが、今宵
は、ご家族様共々楽しい一夜にしたいと思います。
滝川委員長を始め、親睦活動委員会のみなさんに
は準備方々、本当にありがとうございました。
さて、クリスマスといえば、子供のころを思い
出します。私は 4 人姉弟で、少しでも大きなプレ
ゼントが欲しいということで、より大きな靴下を
枕元に置きました。もっとも、１年の半分は親戚
にいましたので、サンタクロースが間違わずに来
るかなあと思っていました。
結婚して、子供たちの時代にはサンタクロース
ではなく、サンタクヤースなるものに変わりまし
て、現在ではこのサンタクヤースみたいなものが、
クリスマスにいろいろやってくれます。今年はペ
イペイというところが、お買物の 20％還元、抽選
で全額返金、なんてことがありました。私は、ポ
ケモンＧＯのレアなポケモンが欲しいだけですが、
いい子にしていないともらえないかもしれません。
パーティの前の長話は禁物ですので、本日はこ
れぐらいにさせていただきます。ロータリークラ
ブのクリスマス、楽しくやりましょう。メリーク
リスマス！
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ニコボックス報告 第 3177 回分
伊藤雅昭ニコボックス委員
伊藤哲朗会長、山田勝弘副会長、
吉田康裕幹事 親睦活動委員会の
皆様、ご苦労様でございます。み
んなで楽しみましょう。メリーク
リスマス!!
山田勝弘君 本日はお世話になり
ます。
吉田康裕君 2018-19 年度上期、大変お世話にな
りました。後半も頑張ります。
堀田正裕君 今日「新入生」挨拶させていただき
ます。
浅井賢次君、猪飼充利君、伊藤幸蔵君、加藤泰一
郎君、加藤則之君、野尻栄一君、堀田力男君、堀
田正裕君、山本達彦君 本日はクリスマス家族例
会です。親睦活動委員会の皆様よろしくお願いし
ます。
浅井賢次君 家族たくさんお邪魔いたします。
佐藤敬治君 大勢で出席します。
伊藤幸蔵君 いろいろとお世話になります。よろ
しくお願いします。
加藤則之君 Merry Christmas!!
加藤泰一郎君 みんなでおしかけました。皆さん、
よろしくお願いします。
猪飼充利君、堀田力男君、飯村理君 メリークリ
スマス。
野尻栄一君 親睦委員がんばります。
伊藤雅昭君 ニコボックスです。

懇親会
【新入会員紹介】

野尻栄一君

加東育郎君

堀田正裕君

伊藤(哲)君、浅井(賢)君、
佐藤(敬)君
矢田君家族

高木君、篠田君
住田君夫妻

【両市長挨拶】

山田(勝)君家族と鈴木君

坂井君夫妻

日比一昭津島市長 日永貴章愛西市長
司会の岩田
みどりさん→

加藤(則)君夫妻

吉田康裕幹事

稲垣君、吉田君、前田君

↑準備で大活躍の伊藤誠
親睦活動副委員長

安江君家族
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“つなカル”のサキソフォン演奏

野尻委員、滝川委員長、
神谷委員のサンタさん

3 人のサンタがプレゼントを
子ども達の席に届けました
サンタさん
ありがとう

見て、こんなに！

“つなカル”のお姉さんにストロー
笛の作り方を教えてもらいました
お菓子、たくさんもらったよ

日永愛西市長と
横井君親子

本年最年少出席の
浅井全勇君です

相羽君母娘

津島ＲＣ女子会（?）
空手道大会が終わって
ホッとしたよ…

たまには被写体の
田中君、杦田君

堀田力男君夫妻

写ってました
ＪＴ君

宇佐美君、幅君、長田君
加藤隆朗君

猪飼君夫妻

神谷君夫妻

伊藤雅昭君

飯村君夫妻

堀田正裕君夫妻

中野義光君

加藤泰一郎君と
鈴木トナカイ君

加東育郎君夫妻と幅君
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Ｒ情報委員会
の浅井・佐藤パ
スト会長がト
ランプをひい
て抽選をしま
した。

1 月のメニュー
1 月 18 日（金)
1 月 25 日（金)

お寿司、吸い物
ブリ照り定食

12 月 20 日（木）、桑名ＣＣにて本年最後のゴ
ルフ会が開催され、終了後は「木曽路」にて忘年
会が行われました。優勝を飾ったのは佐藤敬治
君でした。次回は 2019 年 1 月 24 日(木)です。
次年度、
まかせて
ちょー、
頑張りま
すがね。

1 位ドンペリ
安江正博君
浅井賢次君
会長賞
山本達彦君

次年度杦田勝彦幹事と
伊藤幸蔵会長
次年度メンバー紹介↓

順位

左から杦田幹事、山田(勝)分区幹事、浅井(彦)ＩＭ
実行委員長、篠田ガバナー補佐、高木分区ゴルフ実
行委員長、伊藤(幸)会長、鈴木Ｓ.Ａ.Ａ.

氏

名

OUT

IN

ｸﾞﾛｽ

Hcp

ﾈｯﾄ

優勝

佐藤敬治

49

47

96

15

81

2 位

山本達彦

48

46

94

11

83

3 位

高木輝和

52

49

101

16

85

次回例会
第 3179 回 ’19 年 1 月 11 日(金)
≪新年初例会≫
○ご祈祷
と き：午後 3 時半～
ところ：津島神社拝殿
○懇親会
と き：4 時 15 分頃～
ところ：朝日寿し
「♪手に手つないで」のソングリーダーは
杦田勝彦次年度幹事

次々回例会
第 3180 回 ’19 年 1 月 18 日(金)
≪クラブアッセンブリ≫

1 月の例会変更
クラブ名
名古屋栄 RC
名古屋守山 RC
稲沢 RC
名古屋北 RC
名古屋東南 RC

日
1/7
1/9
1/23
1/25
1/30

曜
月
水
水
金
水

サイン受付
名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 9F(夜)

お知らせ
■津島ＲＣ事務局年末年始休暇
12 月 28 日（金）～1 月 6 日（日）
※この間の急用は吉田幹事にご連絡
ください。

ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
林商事ビル
名古屋東急ホテル
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
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