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 本日の行事予定 (2019 年 1 月 25 日) 

第 3181 回例会 

≪職業奉仕月間≫ 

卓話担当：職業奉仕委員長 小林啓子君 

講  師：地区職業奉仕委員会委員長 

 鋤柄喜彦君（名古屋東南ＲＣ） 

演  題：「職業奉仕について」 

 
先回の記録 

第 3180 回 ’19 年 1 月 18 日（金）晴れ 

≪クラブアッセンブリ≫ 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー  堀田力男君 
会 員 総 数  62名   12月 15日例会分訂正 
出席免除会員  19名   欠 席 会 員    24名 
本日出席会員  47名   MAKEUP会 員    13名 
本日の出席率 75.81％  訂 正出席 率  92.98％ 

 

会長挨拶 

伊藤哲朗会長 

先週は、新年初例会に大勢

のメンバーにご出席いただ

き、ありがとうございました。

伊藤会場委員長始め、会場委

員会のみなさん大変ご苦労

様でした。なんとなく盛り上

がってしまって、新年早々ち

ょっと飲みすぎてしまいました。反省です。 

 さて、2019年がスタートして、今年いろいろな

イベントが待ち構えておりまして、まずは約 30

年ぶりに起きる「年号」の変更ですか、こちらが

ビジネスチャンスになる業界もあると思います。

平成を決める時の候補が、「修文」と「正化」だ

ったのですが、頭文字が「Ｓ」になるので、昭和

と混同されやすいということで、全会一致で「平

成」になったわけで、そういった意味では頭文字

「Ｍ」「Ｔ」「Ｓ」「Ｈ」はないようであります。

ひそかに、「安久」ともいわれるのですが、皆目

わかりません。 

 さて、いまひとつは 10月からの消費税 2％アッ

プでありますが、ノンキャッシュ比率を上げよう

と、仕組みが実に複雑であります。消費税上げ前

が得なのか、それとも、消費税上げ後の方が得な

のか、よくわかりません。 

さて、年末には「ペイペイ」がお買物の 20％を

還元するとか、何十回に１回は全額返すとか、100

億円を大盤振る舞いすることが起きまして、さら

には、年明け「ゾゾタウン」が前澤社長のフォロ

ワーについたら、100 万円を 100 人の人にプレゼ

ントするとか、突拍子もないことが続いておりま

す。しかしながら、これらの動きはよく計算され

ておりまして、「ペイペイ」にしても、「ゾゾタ

ウン」にしても、十分採算が立つと評価されてい

ます。消費の主導権を握るための先行投資と理解

されるのであります。 

 ご他聞にもれず、我社も早速「ペイペイ」と契

約をいたしました。いわゆる「ペイペイ」にはま

ったわけでありますが、今後「ペイペイ」がさら

に大きな規模で企画を立てた場合、「ペイペイ」

で払えますか、と聞かれたら「ＮＯ」といえない

のであります。 

 ところで、「ゾゾタウン」ですが、昨年は、「ゾ

ゾスーツ」が話題になりました。すぐ興味を持つ

タイプですので、早速応募して買いました。価格

は、確か数百円だったと思います。「ゾゾスーツ」

を買って、それを着ると身体のサイズが「ゾゾ」

に登録されるのです。まあ、ジーパンを買うには

便利です。スーツなんかも、サイズぴったりのが

くるという仕掛けであります。 

 「ゾゾタウン」というネットサイトも、いろん

なブランドメーカーが出店していますので、また

売れているわけなんですが、なんと「オンワード」

が離脱することになりました。一流ブランドも、

ゾゾのサービスクーポンが、事実上メーカー価格

を有名無実化することになってしまうことに、問

題を感じ始めているのであります。 

 これは、すべてのブランドにとって大変な問題

でありまして、これからのネット社会とリアル店

舗のあり方に波紋を投げかけた、と言えると思い



     

 

- 2 - 

第 3181 回例会                                                               

ます。ネットとリアル店舗、キャッシュとノンキ

ャッシュ、クーポンとポイント、また、空港やシ

ョッピングセンターにみるラウンジサービスなど、

今年は際立って、いろいろな提案が出る年となる

と思います。 

 
幹事報告 

吉田康裕幹事 

 本日はクラブアッセンブ

リです。また、例会終了

後には理事会を開催しま

す。役員、理事、委員長

の皆様はよろしくお願い

します。 

 本日、下期会費請求書と

会員証を配布しています

ので、お受け取り下さい。 

 先週、津島神社からいただいた絵馬・暦をお配

りしましたので、お持ち帰りください。 

 先日の津島警察署「感謝状贈呈式」にて、津島

ＲＣに感謝状をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日は、『ロータリーの友』1 月号を配布し、

『ガバナー月信』及び『The Rotarian』各 1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。 

 第 20 回西尾張分区ロータリークラブ美術展の

出展申し込みは今月末までですので、お申込み

の方はお忘れなきようお願いします。 

 1月のロータリーレートは＄1＝￥112です。 

 
ニコボックス報告 第 3180回分 

柴田伸彦ニコボックス委員長 

伊藤哲朗会長、山田勝弘副会

長、吉田康裕幹事 本日、ク

ラブアッセンブリよろしく

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、伊藤幸蔵

会長エレクト、佐藤敬治直前

会長、小林啓子職業奉仕委員

長、堀田力男社会奉仕委員長、

柴田伸彦ニコボックス委員長 会員の皆さん、下

期も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、稲川明俊君、宇佐美三郎君、片岡鉄君、加藤

隆朗君、加藤則之君、加東育郎君、後藤亨君、坂

井裕君、杦田勝彦君、横井知代君 役員、理事、

委員長の皆様、下期もお世話になります。 

余郷達也君 父のお別れの会ではご参会いただき、

本当にありがとうございました。また受付で大変

お世話になりました。 

野々山勝也君 5 ヵ月休会してたので、久しぶり

のホーム例会です。今年もよろしくお願いします。 

後藤亨君 初例会、2等賞が当たりました。 

矢田潔君、水野憲雄君、猪飼充利君 本年は年男

です。良い年にしたいです。 

梶浦興蔵君 小林先生にお世話になりました。 

山田公男君 稲川先生にお世話になりました。 

松本浩義君 本日、稲川先生にお世話になりまし

た。 

神谷里明君 初例会、お参り行けませんでした。 

滝川林一君、古川弘一君、山本達彦君 初例会、

欠席しました。本年もよろしくお願いします。 

伊藤雅昭君、浅井賢次君、高木輝和君、伊藤基君 

ウィークリーに写真が載りまして。 

矢田潔君 その他。 

 
クラブアッセンブリ 

小林啓子職業奉仕委員長 

職業奉仕委員会として上半

期はこれといった事業はあり

ませんでした。会場委員会の

協力をいただき、引き続き毎

月第一例会のロータリーソン

グとして、職業倫理を表す「四

つのテスト」を継続実施して

います。 

 昨年 11 月に地区職業奉仕委員長会議に出席し、

パネルディスカッションを開き、各クラブの委員

長さんとグループディスカッションを行いました。

グループディスカッションの内容は次週の卓話で

報告させていただきます。また講師に地区職業奉

仕委員長の鋤柄喜彦氏をお呼びしてあります。よ

ろしくお願いいたします。 

 

堀田力男社会奉仕委員長 

当委員会はメイン事業に

なります「津島の抹茶文化探

訪」を 10月に開催しました。

今年度の特徴としましては

会場を堀田家住宅のみとし、

月見の時期ということもあ

り日中のお茶会に加えて夜

の部も設け「月見茶会」というものを設営しまし

た。3 回目の開催となる今年度、この茶会イベン

トをロータリーデーと位置づけし、ロータリーク
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ラブメンバーと地域の皆さんとの交流の場とし、

ロータリーが力をいれておりますポリオ撲滅運動

の紹介など、よりクラブの事を知っていただく機

会になったと思います。 

また、お茶会開催日にあわせて、この地域に残

っているお茶室を検証した冊子を制作、約 8 か月

の制作期間をかけて完成させ、参加者、関係協力

団体に無料配布を行い、思いのほか評判がよく余

ることなくすぐに品薄となりました。結果的に開

催日当日は 480名ほどの来業者がありました。 

事業としては冊子制作費もあわせると 140 万円

を使いましたが、これを参加者人数で割ると 1 人

当たり 2,900 円と多額になってしまい、まだまだ

参加者を増やす、もしくは出費を抑えるなど必要

だったと反省しております。 

残りまだ半年ありますが、次年度以降もし茶会

を開催する運びになった場合にでも、スムーズに

事業が引き継げるように、協力団体とは以後これ

からも連絡を取り合っていこうと思います。 

 

寺島淳一国際奉仕委員長 

1. 上期は台北滬尾ＲＣと

2016 年より進めてまい

りましたグローバル補

助金事業の継続性の検

証をするため吉田幹事

始め6名のメンバーで昨

年 9/26～9/28 の 3 日間

台湾を訪問し桃園高義

國小学校の視察を行ってまいりました。電子

黒板、タブレット等の IT機器も充実し、都市

部の学校と同等程度の教育環境が整ったので

はないかと思います。この事業は約 3 年間に

わたり台北滬尾ＲＣ主導のもと行われてまい

りましたが、昨年 12 月を持て完了しました。 

2. 下期は 3/14（木）に台北滬尾ＲＣのメンバー

10 名程が来訪され、3/15（金）の当クラブ例

会に出席されます。後日歓迎会等の案内を配

布させていただきます。また、4/16(火)に台

北滬尾ＲＣの創立 13周年記念式典が行われま

す。後日案内を配布させていただきますので

多くの皆さんのご参加をお願いしたいと思い

ます。 

3. 今年度の国際大会はドイツ・ハンブルグで 6/1

～6/5に行われます。 

 

中野義光青少年奉仕委員長 

 南小学校の浅井厚視校長

先生のお世話になり、8月に、

地域の子供たちと一緒に郷

土の文化に触れていこうと

いう「第 18回天王子ども塾」

を開催しました。私は都合

で出席できなくて稲垣副委

員長に頑張っていただきました。今年度は「津島

郷土カルタ」作りがテーマでした。 

 12月には愛西市親水公園総合体育館で「津島ロ

ータリークラブ杯『特別振興』空手道大会」を行

いまして、形と組手で延べ 362 名の小中高生が参

加しました。予算より 20 万円ほど少ない 65 万円

で行うことができました。子ども達に一生の思い

出ができてよかったと思っております。ありがと

うございました。 

下期はＩＡＣ例会とライラセミナーがあります

が、ＩＡＣ例会に皆さん出席していただきたいと

思いますのでよろしくお願いします。 

 

寺田晏章ロータリー財団委員 

 八谷委員長が本日は欠席、

矢田副委員長は早退しました

ので、私が委員長からのメッ

セージを読ませていただきま

す。 

 本年度は、当クラブ 2 社が

＄1,000 の企業寄付をしまし

た。また、ロータリー財団月

間の 11月例会では、佐々木久

直地区委員長に財団の活動を詳しくご説明いただ

き、有意義な卓話であったと思っています。 

 10月の地区補助金事業「津島の抹茶文化探訪」

と 12月の青少年奉仕委員会の「津島ロータリーク

ラブ杯『特別振興』空手道大会」にて、ポリオ募

金を行い、ロータリー財団に振り込みました。 

 下期は、会員へ「My Rotary」の登録啓蒙活動を

行ってまいります。皆様のご協力をお願い申し上

げます。 

 

加藤泰一郎米山奨学委員長 

半年すみましたが、今年度は

特別になにもなく過ぎました。

あと半年間に奨学金寄付につ

いては努力します。今後ともよ

ろしくお願いします。 

 

 

幅辰雄クラブ奉仕委員長 

(メッセージ)クラブ奉仕委員長の幅です。本日

は例会を欠席いたしまして、申し訳ありません。

代理を滝川クラブ奉仕副委員長にお願いしました。 

 上期は各委員会の事業に多くの会員が参加し、

パルスコミュニケーションの推進に協力していた

だきました。下期も例会、各委員会の事業に参加

し、会員相互の親睦を深めクラブの活力を高める

よう努めます。 

 また、66周年記念を理事会、各委員会に提案を

しまして、本年 6 月に計画をいたしたいと考えて

います。よろしくお願いいたします。 
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滝川林一親睦活動委員長 

 親睦委員会です。昨年 12

月 15 日クリスマス家族例会

には 120名余の方々に参加を

いただきまして、誠にありが

とうございました。楽しんだ

のか忙しかったのか、委員会

の皆様のおかげで無事終わり

ました。ご苦労様でした。ご参加くださった会員

の方、ご家族の方、子どもさん方にも感謝してお

ります。決算も予算内で終えることができました。 

 次の 5月 26日の家族例会は、日帰りで京都方面

へ行こうと思い、近々委員会を開き、皆様の意見

を基に計画し案内をさせていただくつもりです。

楽しい家族会にしたく思いますので、一人でも多

くの方の出席を期待しております。 

 

三谷栄一ロータリー情報委員長 

 上期は活動がありません

でしたが、下期は 3 月 29 日

(金)に委員会を開いて、入会

3 年未満の皆さんと勉強をし

たいと思いますのでよろし

くお願いします。 

 

 

伊藤基会場委員長 

 毎回の例会の設営と進行と

いうことで、意外に地味で大

変な委員会でございます。楽

しい例会というのはなかなか

難しく、最初に計画していま

した血液型とかいろんな方法

で席替えするとか、下期で数

回やろうかと思っております。 

 1月 11日の新年初例会に多くの方に参加してい

ただきありがとうございます。1等から 10等まで

のパネルの賞品は手続きしないともらえませんの

で、お忘れないように。 

 あと半年、楽しい例会になるように努めてまい

りますので、よろしくお願いいたします。 

 

松本浩義会員増強委員長 

 上期、人に声をかけてもな

かなかＯＫをいただけず、目

標の増強 3 名ができませんで

したが、情報などよろしくお

願いいたします。 

 

 

 

 

 

田中正明広報委員長 

 毎回写真を撮っていただ

くなど、山本副委員長はじめ

委員の皆さん、本当に一生懸

命やっていただいておりま

して、当初の目標ビジュアル

な Weekly にしていこうとい

うのができたと思っており

ます。ホームページをリニューアルしておりまし

て、投稿するコーナーがありますので動画や写真

があれば事務局へ届けていただきたいと思います。

これからもホームページに力を入れていきたいと

思っております。 

 

柴田伸彦ニコボックス委員長 

 現在、予算(目標)に対しま

して 7割程度いっておりまし

て、半分終わったところです

ので、皆様にたくさんのお祝

いがあって、そのおすそ分け

をしていただいているのだ

と思います。昨年は「災」と

いう字が「1 年の字」でした

が、今年は「災い転じて福となす」ということで、

皆様にもっともっと福があって少しでも気持ちよ

くニコボックスのほうに分けていただきたい、あ

と半年皆さんにお祝い事、福がたくさんあります

ようにお祈りして、目標の 100%、締め切りはござ

いませんので 130%でも、ニコボックスにご投函い

ただけるようによろしくお願いいたします。 

 

伊藤哲朗戦略特別副委員長 

 (入会)年数の短い方々にロ

ータリーをより知っていただ

きたいということで、委員会

で前半はほとんど食事をとら

ないで委員長のお話や意見を

聞く時間を多くとりまして進

行しました。おそらく下期に

も鈴木委員長が委員会を開催

することと思います。 

 

高木輝和Ｓ.Ａ.Ａ. 

 我が家の家族全員がインフ

ルエンザにかかりまして、市

民病院も病床が満員だそうで、

皆さん、できるだけ神谷先生

に頼らんようにしてください。

一昨年、ゴルフ場へ行く途中、

睡眠薬の飲みすぎで交通事故を起こしまして、帰

る道でまた事故を起こしました。 

 次年度に卓話担当になりましたら、高木家のル

ーツをお話ししようと思っております。 
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その他 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
誕生日祝福（1月） 

堀田正裕親睦活動委員 

猪飼 充利君（ 3日） 

梶浦  興蔵君（ 5日） 

山本  達彦君（ 6日） 

稲川  明俊君（ 8日） 

片岡  鉄君（ 9日） 

中野 義光君（12日） 

松本 浩義君（28日) 

宇佐美三郎君（29日） 

飯村   理君（31日） 

 

夫  人 

田中正明夫人（ 4日） 滝川林一夫人（ 6日） 

山本達彦夫人（ 8日） 堀田正裕夫人（13日） 

古川弘一夫人（16日） 松本浩義夫人（16日) 

寺田晏章夫人（20日） 加藤隆朗夫人（28日） 

加東育郎夫人（31日） 

 

結婚記念日祝福 

飯村 理君（ 1日）  大河内勝彦君(17日）   

加東育郎君（18日）  坂井  裕君（26日） 

岡本康義君（26日） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 1月 24日(木)、冷た～い強風の中、元気いっぱ

い桑名ＣＣでゴルフ会が行われ、幅辰雄君が優勝

しました。2月は 21日開催の予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 幅  辰雄 42 43 85 12 73 

2 位 吉田 康裕 42 45 87 12 75 

3 位 野々山勝也 48 51 99 20 79 

 

田中正明次年度副会長 

宇佐美三郎君と伊藤会長 

伊藤幸蔵会長エレクト

と、スマホで何やら三谷

栄一君…… 

高木輝和君、安江正博君 

ソングリーダーの 

堀田力男君 
横井知代君、いつもピアノの 

演奏、ありがとうございます 

加藤泰一郎米山奨学委

員長が、今年度の米山功

労者になりました。 

 えっ、山田副会

長がインフルエ

ンザだって？ 

 絶好調です！ 

 インフルエンザが、

どえりゃぁ流行っ

とるって？ 
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次回例会 

第 3182 回 ’19 年 2 月 1 日(金) 

卓話担当：前田昭生君 

講  師：愛知県立津島東高等学校 

 校長 渡辺貞彦氏 

演  題：「改革期を迎える高等学校」 

 

 

 

 

 

ジケーターＲＣ（米国アラバマ州）会員のマロ

ーニー会長エレクトは 1月 14日（月）、米国カリ

フォルニア州サンディエゴで開催中の次期ガバナ

ーエレクトへの研修行事である国際協議会で、

2019‐20年度の会長テーマ「ロータリーは世界を

つなぐ(ROTARY CONNECTS THE WORLD)」を

発表しました。 

「最初の強調事項はロータリーを成長させること

です。私たちの奉仕活動やプロジェクトのインパ

クトを成長させること、また、最も重要なのは、

これからより多くのことを達成するために、会員

を増やすことです」とマローニー会長エレクトは

述べました。ロータリーでの経験の中核にあるの

は「つながり」であるとマローニー会長エレクト

は信じています。「ロータリーで私たちは、お互

いの違いを超え、深く、意義あるかたちでお互い

につながることができます。ロータリーがなけれ

ば出会うことがなかった人びと、職業上の機会、

私たちの支援を必要とする人たちとのつながりを

もたらしてくれます」とマローニー会長エレクト。 

さらに、多様な会員から成る会員増強委員会を

設立することで、現在クラブに反映されていない

地域社会の人たちを特定するようすべてのロータ

リークラブとローターアクトクラブに促しました。 

また、「ユニークなネットワークを駆使するロー

タリーを通じて、私たちは人類の素晴らしい多様

性とつながり、共通の目的において末永く続く深

い絆を創り出します。世界がこれまで以上に分断

する今日、私たち全員をつなぐのはロータリーで

す」と続けました。 

会長エレクトはさらに、忙しい職業人や家族の

都合でも忙しい会員にもリーダーの役割を果たし

てもらえるよう、さまざまな例会の内容や奉仕プ

ロジェクトの機会を提供するよう促しました。 

「ロータリーでの活動と家族との時間が競合せず、

互いに補完し合うような文化をつくっていく必要

があります」と会長エレクト。「これには、現在

の文化を変えるための現実的なステップを取るこ

と、つまり、期待値を現実的に受け止め、スケジ

ュール作りを熟考し、すべてのレベルのロータリ

ー行事に子どもを受け入れることを意味します」

●国連との関係 

2019‐20年度、ロータリーは世界中で会長主催

会議を主催します。この焦点は、国連との関係と、

多くのロータリー奉仕プロジェクトが支援する国

連の持続可能な開発目標です。詳しい情報は、7

月に発表されます。 

2020年、国連はその創設と平和の推進という使

命に基づいた活動の 75周年を迎えます。ロータリ

ーは、国連憲章につながった 1945 年のサンフラン

シスコ会議で相談役を務めるために米国が招聘し

た 42の組織の一つでした。それから何十年もの間、

ロータリーは世界中の人道的課題に取り組むため、

国連と共に活動してきました。国連は今日、ロー

タリーに対し、非政府組織の相談役に対して与え

る中で最高の立場を認めています。 

マローニー会長エレクトは次のように述べまし

た。「ロータリーは、より健康で、平和で、持続

可能な世界に対する国連の継続したコミットメン

トを共有しています。また、ロータリーはほかの

組織にはかなわないものを提供します。それはつ

まり、奉仕と平和という精神の下に世界中の人び

とがつながることができ、目標に向かって意義あ

る行動を起こすことのできるロータリーのインフ

ラです」（by Arnold R. Grahl） 

 
2月のメニュー 

 

 

 

 

 

 

 
2月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

名古屋城北 RC 2/5 火 栄東急 REIホテル 

名古屋東南 RC 2/6 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋大須 RC 2/7 木 名古屋東急ホテル 

名古屋名駅 RC 2/13 水 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

稲沢 RC 2/13 水 林商事ビル 

一宮 RC 2/14 木 一宮商工会議所㌱ 

一宮北 RC 2/15 金 一宮商工会議所㌱ 

尾西 RC 2/18 月 尾西信用金庫本店 

名古屋栄 RC 2/18 月 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 9F(夜) 

あま RC 2/18 月 名鉄グランドホテル 

名古屋名駅 RC 2/20 水 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

名古屋東南 RC 2/20 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

一宮中央 RC 2/20 水 一宮商工会議所㌱(夜) 

名古屋丸の内 RC 2/21 木 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 9F 

名古屋大須 RC 2/21 木 名古屋東急ホテル 

名古屋空港 RC 2/25 月 キャッスルプラザ 

名古屋城北 RC 2/26 火 栄東急 REIホテル 

名古屋ｱｲﾘｽ RC 2/27 水 ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 

名古屋守山 RC 2/27 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

 

2月  1日（金） カレーライス、サラダ 

2月  8日（金） ミックスフライ定食 

2月 16日（土）（マリオットにてＩＭ） 

2月 22日（金） 鰻丼、吸い物 

2019-20年度RIテーマ 

“ロータリーは世界をつなぐ” 
 


