本日の行事予定 (2019 年 2 月 22 日)
第 3185 回例会
卓話担当：野尻栄一君
講
師：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
名古屋駅前支店
フィナンシャル・アドバイザー
課長 三田孝之氏
演
題：「2019 年株式市場の展望」

ザにかかったようであります。現在、家の中では
長男の嫁と孫 1 人を隔離中です。私は、かかるわ
けにはまいりません。
今週の始め、金沢に出かけておりまして、金沢
はいわゆる小京都と呼ばれるくらい、京都の文化
が入り込んでいます。これは、織田信長の時代に
能登半島の七尾に拠点を置き、その後一向宗の勢
力を排除し、豊臣時代に前田家が時の政権から京
都の文化を取り入れたということは、みなさんの
知られるところであります。
江戸時代には時の政権の江戸文化を取り入れ、
京都、江戸の両文化を持っていると言われていま
す。金沢は京都並みとはいえませんが、芸子さん
がおみえになって、「金沢おどり」なるものも開
かれています。おおよそ 1820 年くらいから、芸子
さんが始まったといわれています。残念ながら、
東茶屋町、西茶屋町、主計町茶屋町にある約 20
くらいの御茶屋さんには行ってこられませんでし
たが、小雨降る金沢の街をそれなりに満喫してき
ました。
さて、金沢で私が気に入っていたのは、まずも
って日本酒の「菊姫」でしたが、最近では「手取
川」もよく、とりわけ福井の「黒龍」がよくそろ
っていまして、金沢の料理にいい酒を楽しめます。
また、近江町市場は相変わらずにぎわっておりま
して、蟹を中心とした海産物が並んでいました。
お値打ちに買うなら、港の方にある施設らしいの
ですが、市場をぶらぶらするのも悪くありません。
お寿司が大好物なので、昔行ったことのある「小
松弥助」というお寿司屋さんが、運よく予約が取
れたので、2 日目のお昼に行ってきました。銀座
久兵衛と師弟関係なのかどうかよくわかりません
が、87 歳で立派に握っていらっしゃいました。板
場に立っていると、70 才前後にしか見えませんで
した。思わず一緒に写真をとってしまいました。
犀川沿いだと思いますが、金沢独特の物産の工
房がありまして、7 月にはそれら工房が展示会を
催しておりまして、結構見ごたえがあったことを
思い出します。冬の金沢も一興ですが、夏もそん
なそぞろ歩きができる街であります。タクシーの

合併号
先々回の記録
第 3183 回 ’19 年 2 月 8 日（金）晴れ
≪平和と紛争予防／紛争解決月間≫
卓話担当：鈴木吉男君
講
師：愛知県立津島高等学校
教頭 伊藤和明氏
演
題：「津島高校の
グローバル化の取組」
ロータリーソング 「奉仕の理想」
ソングリーダー 野々山勝也君
会 員 総 数 62 名
1 月 18 日例会分訂正
出席免除会員 19 名
欠 席 会 員
15 名
本日出席会員 48 名 MAKEUP 会 員
10 名
本日の出席率 77.42％ 訂 正 出 席 率 98.28％
超 過 出 席 伊藤哲朗君、山田勝弘君、吉田康
裕君、堀田力男君、伊藤幸藏君、伊藤基君、佐藤
敬冶君、杦田勝彦君、鈴木吉男君、高木輝和君、
滝川林一君、田中正明君、寺島淳一君（第 9 回役
員理事委員長会議）

会長挨拶
伊藤哲朗会長
寒くなったり、暖かくなっ
たり、気温の差が激しい日が
続いています。おまけに、イ
ンフルエンザは従来のＡ型
に加え、Ｂ型と香港Ａ型も流
行しており、2 度目のインフ
ルエンザにかかっておられる方もみえます。かく
いう私共の孫も、どうやら 2 回目のインフルエン

-1第 3185 回例会

運転手さんに聞くと、東京から新幹線で来られる
ようになって、そのフィーバーも落ち着いてきた
と言っていました。それを象徴するかのように、
駅前のタクシーは空車待ちが列をなしていました。
金沢はともかく、本日は津島高校の伊藤先生に
お越しいただいて、高校のグローバルな取り組み
についてご講演いただきます。
今から 26 年前、青年会議所の日本へ出向してお
りました時、日本の将来をデザインする会議の議
事録をとっていたことを思い出します。その折、
今後の日本の大きな命題は、「地域の国際化であ
る」と結論づけられました。その表れというか、
名古屋万博が象徴的でありました。世界が大きく
変化していく中、教育も大きく変化していかなけ
れば、というのは先週のお話にもありましたが、
本日も楽しみに拝聴したいと思います。

幹事報告
吉田康裕幹事
 本日 16 時より、津島東高
校にて第 38 回インターア
クトクラブ例会が開催さ
れます。メーキャップ対象
となりますので、是非ご参
加してください。
 2/15〈金〉13：00～、地区
ロータリー財団補助金管理セミナーが名古屋
東急ホテルで開催されます。杦田勝彦幹事エレ
クト、飯村理次年度社会奉仕委員長、篠田廣次
年度ガバナー補佐、浅井彦治次年度地区補助金
委員が出席します。
 2/15（金）は 2/16（土）の西尾張分区ＩＭ に
例会変更となります。お間違いなきようお願い
します。ＩＭは 16：00～、名古屋マリオットア
ソシアホテル 16 階にて開催されます。全員登
録ですので、欠席の方はメークの必要がありま
せんが、懇親会に出席回答された方で、どうし
ても都合の悪い方は本日中に事務局へお申し
出ください。
 2/17（日）15：30～、地区チーム研修セミナー
が名古屋東急ホテルで開催されます。篠田廣次
年度ガバナー補佐と山田勝弘次年度分区幹事
が出席します。
 2/19（火）～24（日）、西尾張分区ロータリー
美術展が、稲沢市荻須記念美術館にて開催され
ます。
 ガバナー事務所より「愛知県警からの依頼文」
が届きました。空き巣には充分注意してくださ
いという内容です。書面を回覧しましたので、
しっかりお読みください。
 次年度の「ロータリー手帳」の申込を回覧して
おります。必要な方は名簿にチェックをお願い
します。

ニコボックス報告 第 3183 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 ①本日の卓話
講師に愛知県立津島高等学校
教頭の伊藤和明氏をお迎えし
て。②鈴木吉男君、本日の卓話
よろしくお願いします。
鈴木吉男君 本日卓話担当さ
せていただきます。昔の国際理解月間です。
安江正博君 昨日、6 人目の孫が誕生しました。
玉を落としてきました。これで 5 人の玉ナシと、1
人の玉つきです。孫に囲まれた幸せな日々が楽し
みです。
相羽あつ子君、浅井彦治君、加東育郎君、河西あ
つ子君、小林啓子君 本日の卓話講師に愛知県立
津島高等学校教頭の伊藤和明氏をお迎えして。
伊藤哲朗君、山田勝弘君、吉田康裕君、浅井彦治
君、浅井賢次君、飯村理君、伊藤幸藏君、伊藤雅
昭君、伊藤基君、稲垣宏高君、稲川明俊君、宇佐
美三郎君、大河内勝彦君、梶浦興蔵君、片岡鉄君、
加藤泰一郎君、神谷里明君、加藤隆朗君、加藤則
之君、坂井裕君、柴田伸彦君、杦田勝彦君、住田
正幸君、高木輝和君、滝川林一君、田中正明君、
寺島淳一君、寺田晏章君、遠山孝義君、中野義光
君、野々山勝也君、服部貴君、幅辰雄君、古川弘
一君、堀田力男君、堀田正裕君、前田昭生君、水
野憲雄君、三谷栄一君、矢田潔君、山田公男君、
余郷達也君 女性会員の皆様からバレンタインの
チョコレートケーキをいただきました。ありがと
うございます。
卓 話
≪平和と紛争予防／紛争解決月間≫
卓話担当：鈴木吉男君
講
師：愛知県立津島高等学校
教頭 伊藤和明氏
演
題：「津島高校の
グローバル化の取組」
（ロータリーには）6 つの重
点事項があります。9 月「基
本的教育と識字率向上月間」、
10 月「経済と地域社会の発展
月間」、12 月「疾病予防と治
療月間」、2 月「平和と紛争
予防／紛争解決月間」、3 月「水と衛生月間」、4
月「母子の健康月間」です。以前、私が地区識字
率向上委員長をやらせていただいた時、地区に 83
クラブあったうち 40 クラブほどに卓話に伺って
お話しさせていただきました。
先週も津島東高校の校長先生が（当クラブの卓
話で）新しい学習要領のお話をされましたが、ロ
ータリーは以前からその教育の仕方を提唱してお
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⇒Ｈ29 年度タイ王国バンコク都研修におけ
る協力
⇒青年海外協力隊経験者による出前授業
⇒Ｈ30 年度タイ高校生来校における協力
（タイ語ミニ講座の開講→後述）
(2)ＪＩＣＥ（一般財団法人日本国際協力センター）
⇒Ｈ29～30 年度アメリカテキサス州への
海外派遣（生徒３名）
旭丘、岡崎、時習館、一宮、半田、刈谷、
明和、豊田西の各学校からも 2～3 名参加
⇒Ｈ29 年度シンガポール海外派遣
（教員 1 名。生徒 8 名）神奈川県横須賀市
立総合高校からも同数参加

ります。識字と計算能力の向上をはかる学習法で、
元々オーストラリアで生み出されたのですが、一
番最初に全国的にやったのがタイで、次にブラジ
ルでも行われ、グループで勉強するという方法が
採られました。簡単に言いますと、黒板に先生が
字を書いて、それを生徒が勉強するというのが今
までの教育でしたが、グループを作ってみんなが
1 人 1 人会話をするという教育方法です。これを
ＣＬＥ（Concentracted Language Encouner’s＝
集中言語助長）と言います。
津島高校には 12 年前から国際コースができま
して、伊藤教頭先生が中心になって活動しておら
れます。（津島市の姉妹都市）ハーキュリーズ派
遣のときも、私が協力させていただいております
から、ずっと一緒にやっておりました。
今、私は観光協会もちょっとやらせていただい
ています。清林館高校に津島祭の英語と中国語の
アナウンスをお願いしてましたが、清林館高校が
愛西市に移転しましたので、昨年から津島高校に
お願いするようになりました。夏（天王祭）は台
風で中止になりましたが、秋まつりには、津島高
校の生徒さんに英語と中国語を願いしました。中
国語は篠田先生の娘さんでした。
津島高校の国際化について、皆さんご存じない
こともたくさんあると思いますので、よろしくお
願いします。
１ 本校が推進している事業
(1)文部科学省の考え方
ア.新しい学習指導要領の
考え方
「主体的・対話的で深い
学び」(文部科学省の
ホームページから）
イ.グローバル化に対応し
た英語教育改革の背景
「グローバル化の進展の中で、国際共通語で
ある英語力の向上は日本の将来にとって極
めて重要」(文部科学省のホームページから）
(2)スーパーグローバルハイスクール
（ＳＧＨ）アソシエイト校 4 年目（文部科学省）
⇒毎年 2 回、東京または横浜での会議に出席
(3) あいちスーパーイングリッシュハブスクー
ル 6（5＋1）年目（愛知県教育委員会）
⇒英語教育指導者研修（つくば市での中央研
修終了者による地区内教員への研修）
後述する尾西地区高等学校、及び、地域の
小・中学校との連携拠点校
２

連携機関
(1)ＪＩＣＡ（独立行政法人 国際協力機構）
本校は、Ｈ29～30 年度愛知県国際教育研究
協議会愛知県事務局

(3)イオンワンパーセントクラブ（公益財団法人）
⇒Ｈ30 年度ティーンエイジアンバサダー
事業。タイ王国高校生との双方向の交流
（生徒 10 名）。室蘭海星学院、名古屋大
学教育学部附属高校からも同数参加
Ｈ30 年 11 月タイから日本へ、Ｈ31 年１
月日本からタイへ。タイからの訪問にあ
わせて、タイ語ミニ講座開催（ＪＩＣＡ
中部の協力）
３

学校の組織づくり
(1) 国際理解教育推進委員会
１年次 英語合宿
２年次 オーストラリア研修
ＧＴＥＣや英語検定等の外部検定試験を積
極的に活用し新入試制度に対応
ＩＣＴ機器（iPAD 45 台）を活用して、海
外生徒とスカイプで交流（予定）

４ 地域との連携
(1) 津島市役所、津島ロータリー、津島市観光
協会等との連携
(2) 尾西地区高等学校、地元小・中学校との連
携
５

まとめ
海外研修や海外派遣
・百聞は一見にしかず
⇒百聞は一験にしかず
・成果報告会や出前授業
他者への波及効果
⇒生徒自身の深い学び
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その他

山田勝弘副会長

【第１部 式 典】
2 月 16 日(土)16：00～、名
古屋マリオットアソシアホテ
ルにて、名古屋清須ＲＣのホ
ストにより、「多様性を受け
入れる」をテーマとして西尾
張分区 2018‐19 年度 Intercity
Meeting（ＩＭ）が開催されま
した。第 1 部では各関係の方々のご挨拶、次年度
ガバナー補佐の紹介、そして各クラブ代表の発表
が行われました。

野々山勝也君

加藤隆朗親睦活動委員

篠田廣次年度
ガバナー補佐

檀上の地区及び分区関係の方々

梶浦興蔵ニコボックス委員と
柴田伸彦委員長

伊藤基会場委員長

3 月 14 日に
台北滬尾
ＲＣの歓
迎会を行
います。
15 日 に は
津島ＲＣ
の例会に
出席され
ます。

右端に次年度の篠田ガバナー補佐と伊藤幸蔵会長

寺島淳一国際奉仕
委員長

先回の記録
第 3184 回 ’19 年 2 月 16 日（土）晴れ
≪西尾張分区ＩＭ≫
ところ：名古屋マリオットアソシアホテル
16 階 タワーズボールルーム
時 間：16：00～20：00
ホスト：名古屋清須ＲＣ
ロータリーソング 「奉仕の理想」
ソングリーダー 永井良周君（清須ＲＣ）
会 員 総 数 62 名
1 月 25 日例会分訂正
出席免除会員 19 名
欠 席 会 員
13 名
本日出席会員 62 名
MAKEUP 会 員
8名
本日の出席率 100％
訂 正 出 席 率 96.61％
超 過 出 席 伊藤幸蔵君、杦田勝彦君、寺島淳
一君、吉田康裕君（国際奉仕委員会）

式典会場の様子

ＩＭのパンフ
レット（三つ
折り）
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篠田次年度ガバナー
補佐挨拶

柴田伸彦君の分区内
交流の発表
“次年度”の 2 人が「お･も･て･な･し」されてます

特別出席者の高木輝和 Ｖサインの吉田幹事、
パストガバナー補佐
加東育郎君

浅井賢次君、三谷栄一君

加藤隆朗君

堀田(力)君、柴田君、浅井(彦)君、宇佐美君、小林君
ちょっと眠そうな会員も…

【第 2 部 懇親会】
18：00 より、会場を移動して
懇親会を開催。まずは観世流能
楽師・久田勘鷗氏による能の舞
を鑑賞しました。久田氏は名駅
ＲＣ会員で毎年名駅薪能に出演
しています。
食事は中華で、各クラブを中
心にしたテーブル配置により着
席し、5 人編成の“Der Straub”
の弦楽器、歌、ピアノの生演奏を楽しみました。

寺田君、相羽君、山田(勝)君、住田君

みんな、
元気ですよー

山本君、寺島君
横井君、
加東育郎君
この席は
親睦隊が
そろって
ます

堀田(正)君、滝川君、伊藤(誠)君
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次年度、
よろしく～
(杦田幹事
エレクト)

2 月 21 日（木）、桑名ＣＣにてゴルフ会が開催
され、山田公男君が 2 度目の優勝でした！

杦田勝彦君、猪飼充利君、飯村理君

順位

第 20 回西尾張ロータリークラブ美術展①
20 年前、津島ＲＣ元会員の故・服部昭三君や稲
沢ＲＣの遠藤正昭君達が発起人となって始まった
西尾張ロータリークラブ美術展は、今年度の第 20
回にて終了することになりました。2 月 19 日、稲
沢市荻須記念美
術館に作品を搬
入し 24 日まで
展示しています。
年々作品がレベ
ルアップしてい
るようで、出展
者の励みになっ
た美術展です。

名

OUT

IN

ｸﾞﾛｽ

Hcp

ﾈｯﾄ

優勝

山田公男

47

48

95

23

72

2 位

浅井彦治

49

43

92

13

79

3 位

山本達彦

47

43

90

10

80

3 月の例会変更
クラブ名
尾西 RC
名古屋東南 RC
名古屋守山 RC
名古屋守山 RC
名古屋ｱｲﾘｽ RC
名古屋東 RC
一宮中央 RC
名古屋丸の内 RC
尾西 RC
名古屋栄 RC
名古屋大須 RC

猪飼君：もうちょっ
と下かな？
吉田君：うん、
そだねー。

日
3/4
3/6
3/6
3/6
3/6
3/11
3/13
3/14
3/18
3/25
3/28

曜
月
水
水
水
水
月
水
木
月
月
木

サイン受付
尾西信用金庫本店
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
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋
ﾎﾃﾙﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ
一宮商工会議所㌱(夜)
名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 9F
尾西信用金庫本店
名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 9F(夜）
名古屋東急ホテル

次回例会
第 3186 回 ’19 年 3 月 1 日(金)
卓話担当：大河内勝彦君
講
師：㈱名古屋銀行営業企画部長
木河勇二氏
演
題：「フィンテックと
キャッシュレス動向」

津島ＲＣ5 名 15 点の
作品が勢ぞろい ↓

お知らせ
■台北滬尾ＲＣ歓迎会
と き：3 月 14 日（木）18：00
ところ：木曽路名駅 IMAI ビル店(地下 1 階)
その他：翌日の津島ＲＣ第 3188 回例会に
台北滬尾ＲＣの皆さんが出席予定

3 月のメニュー
3 月 1 日（金）
3 月 8 日（金）
3 月 15 日（金）
3 月 29 日（金）

氏

ちらし寿司
ハヤシライス
鰻丼
ビーフカツ定食

■第 1 回次年度役員・理事・委員長会議
と き：3 月 15 日（金）18：00
ところ：朝日寿し
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