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本日の行事予定 (2019 年 5 月 10 日) 

第 3193 回例会 

≪青少年奉仕月間≫ 

卓話担当：青少年奉仕委員長 中野義光君 

講  師：愛西市教育長 平尾 理氏 

演  題：「青少年育成について」 

 
先回の記録（例会） 

第 3192 回 ’19 年 4 月 26 日（金）晴れ 

卓話担当：田中正明君 

講  師：津島市社会教育課 矢入彩氏 

演  題：「身近にいる鳥たち」 

ロータリーソング 「手に手つないで」 
ソングリーダー  猪飼充利君 
会 員 総 数  62名   3月 29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  48名   MAKEUP会 員     9名 
本日の出席率 77.42％  訂正出席 率   96.67％ 
超 過 出 席 伊藤哲朗君、吉田康裕君、飯村理
君、猪飼充利君、伊藤幸藏君、鈴木吉男君、寺島
淳一君(国際奉仕委員会)、伊藤哲朗君、吉田康裕
君、幅辰雄君、堀田正裕君、加東育郎君、神谷里
明君、三谷栄一君、佐藤敬冶君、篠田廣君、柴田
伸彦君、杦田勝彦君(ロータリー情報委員会)、浅
井彦治君(第 6 回地区補助金委員会)、篠田廣君、
山田勝弘君(第 4 回次期ガバナー補佐研修会)、伊
藤哲朗君、山田勝弘君、吉田康裕君、幅辰雄君、
堀田力男君、加藤泰一郎君、小林啓子君、三谷栄
一君、中野義光君、佐藤敬冶君、篠田廣君、柴田
伸彦君、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 12 回役
員・理事・委員長会議)、伊藤幸藏君、三谷栄一君
(2019 学年度新規米山奨学生オリエンテーショ
ン)、伊藤哲朗君、山田勝弘君、浅井彦治君、幅辰
雄君、堀田力男君、猪飼充利君、稲垣宏高君、伊
藤幸藏君、伊藤誠君、小林啓子君、三谷栄一君、
佐藤敬冶君、篠田廣君、柴田伸彦君、杦田勝彦君、
滝川林一君、田中正明君、宇佐美三郎君、山田公
男君、山本達彦君（第 2 回次年度役員・理事・委
員長会議） 

会長挨拶 

伊藤哲朗会長 

先週お休みでしたので、2

週間ぶりになります。この間

ずいぶん暖かくなりまして、

藤も咲いてまいりました。全

体的には五部咲きというと

ころですが、早咲きのキャピ

タンは満開だそうです。これ

から、鈴木観光協会会長様もお忙しいと思います。 

 明日からゴールデンウィークで、未曾有の 10

連休に突入します。この時期、少し自主的休みを

加えての 8 連休はあったように思いますが、金融

機関を含めてのまるっきり 10連休は、初めてのこ

とです。かつて、高速道路をこの連休に割安にし

た時がありましたが、ショッピングセンターの売

り上げが八掛けになったことが脳裏をかすめます。 

 しかしながら、大勢の皆様は 10連休を楽しまれ

るわけですので、また、津島は「藤まつり」とい

うことで盛況になることを祈っています。私も、

期間中、津島神社で 3 日間だけガイドの予定でお

ります。昨日も、京都、福井、鈴鹿、名古屋など

各地からのお客様に夏祭りの説明をさせていただ

きました。ただ、今になってインフルエンザが流

行しているようですので、是非ご注意ください。 

 さて、先週 14 日から 17 日まで、台北滬尾ロー

タリークラブの創立 13 周年記念式典参加のため、

台湾に行ってきました。14日は、ビル・パスト会

長を始めとする台北滬尾ＲＣのメンバー、ご夫人

の計らいで、台南を視察させていただきました。

そして、15日には高雄にご案内いただき、いつも、

台北、淡水あたりしか行っておりませんでしたの

で、楽しい体験になりました。記念式典だけのお

付き合いではなく、寺島委員長は新人のエンディ

さんと、吉田幹事はアルファ国際奉仕委員長と、

それぞれ兄弟の契りのような仲良しぶりでありま

した。 

 16日には、高雄から約 350㎞もあるかという道

のりを走り、式典 2 時間前に台北に到着、後発の
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4人のメンバー、杦田幹事エレクト夫人と合流し 9

名で式典に参加いたしました。私もなんとか中国

語でご挨拶をと思ってやったのですが、発音がう

まくいきませんで、それでも会場の皆様から温か

い拍手をいただきました。寺島委員長、鈴木副委

員長、そしてメンバーのみなさんも、精力的に交

流いただきました。吉田幹事も、パーティのあと

はホテルの石段に座り込むほどの活躍ぶりであり

ました。みなさん、本当にご苦労様でした。 

 さて、明日は、あまロータリークラブの創立 50

周年記念の事業とパーティに出席いたします。当

クラブからは、吉田幹事、高木パストガバナー補

佐、篠田ガバナー補佐エレクトの 4 名で参加の予

定であります。午後 2 時半からの記念事業、4 時

半からの記念式典、懇親会と続き、終了は午後 8

時と超長丁場になります。頑張ってお祝いしてま

いります。 

 連休が過ぎると、いよいよ私共の任期も 2 ヶ月

を切りまして、伊藤幸蔵年度の力強い足音が聞こ

えてくるわけでありまして、とはいうものの、親

睦活動委員会が企画しております家族会や各例会

には、例会卓話がありますので、よろしくお願い

いたします。 

 
幹事報告 

吉田康裕幹事 

 4 月 27 日（土）、あまロ

ータリークラブの創立 50

周年記念式典が、名鉄グラ

ンドホテルにて開催され

ます。当日は、14時 30分

より経済ジャーナリスト

の須田慎一郎氏の記念講演、16時 20分より式

典、祝宴が開催されます。当クラブより、伊藤

哲朗会長、高木輝和パストガバナー補佐、篠田

廣ガバナー補佐エレクト、吉田幹事の 4名で出

席する予定です。 

 本日、次年度合同委員会の案内をお配りしまし

た。関係の委員会メンバーの方はよろしくお願

いします。 

 本日、次年度委員会構成表と卓話表をお配りし

ましたので、ご確認ください。 

 5 月 10 日（金）18 時より、新旧合同の役員・

理事・委員長会議を、祖父江町にあります「味

の山善」にて開催します。本・次年度の役員、

理事、委員長の皆様は準備をお願いします。ま

だ出欠の返信を出していない方は、本日中に事

務局までお申し出ください。 

 次週 5月 3日（金）は、祝日のため休会となり

ます。お間違えのないようお願いします。 

 今年のゴールデンウィークは 10 連休です。事

務局も明日 4月 27日（土）から 5月 6日（月）

まで、お休みとさせていただきます。なお、そ

の期間中の緊急連絡先は、幹事の吉田までご連

絡をください。 

 5 月 9 日（木）、ガバナー事務所にて 13 時 30

分～17時 30分に第 9回地区補助金委員会があ

り、その間の 15 時～16 時 30 分に地区活動資

金（ＤＤＦ）審査会が行われます。浅井彦治次

年度地区補助金委員が出席する予定です。 

 
ニコボックス報告 第 3192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

講師に津島市社会教育課・矢入

彩氏をお迎えして。②田中正明

君、本日の卓話よろしくお願い

します。③先日は地区研修・協

議会にご参加ありがとうございました。 
田中正明君 本日卓話を担当いたします。 

相羽あつ子君、浅井彦治君、伊藤誠君、神谷里明

君、小林啓子君、坂井裕君、柴田伸彦君、住田正

幸君、長田一郎君、野尻栄一君、幅辰雄君、堀田

力男君、①本日、平成最後の例会です。②天王川

公園の藤も咲き始めました。尾張津島藤まつりが

盛大に行われますように。 

飯村理君、猪飼充利君、伊藤幸藏君、寺島淳一君 

花蓮で地震があった前日に無事台湾より帰ってき

ました。相変わらず大カンゲイを受け、お酒もた

くさんいただきました。 

高木輝和君 加藤則之が大変お世話になりました。

無事当選いたしました。お一人おひとりにお礼申

し上げるのが本来ですが、ニコボックスに多く喜

捨することでお礼にかえます。 

伊藤幸藏君、水野憲雄君、梶浦興蔵君、佐藤敬冶

君、横井知代君、山本達彦君、大河内勝彦君、加

東育郎君、野々山勝也君、加藤隆朗君、山田公男

君 加藤則之さん、祝当選！ 

加藤則之君 皆様方のおかげで、市議選、無事当

選することができました。ありがとうございまし

た。高木さんの寿命も縮めることなく、ホッとし

ています。これからの 4 年間、さらに市政に頑張

って取り組んで行きます。よろしくお願いいたし

ます。 

浅井賢次君 ①神谷先生、無理を言いお世話にな

りまして、ありがとうございました。②加藤則之

君、高位当選おめでとう。高木さん始め皆さんの

ご支援と貴兄のご人徳と心よりお慶び申し上げま

す。③台湾訪問ご苦労様でした。 

伊藤哲朗君 4月 19日にイオン東浦店 1Ｆに生活

雑貨店エニタイムＳ.Ｐをオープンしました。めず

らしく好調です‼ 

長田一郎君 名古屋テレビの「サクセス」という

番組で、5 月 18 日(土)午前 7 時 55 分より長田広

告が紹介されます。 
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寺田晏章君 先週の卓話、無事終わりました。ウ

ィークリーに写真が載りました。 

篠田廣君 ゴルフ 3位になりました。 

住田正幸君 神谷先生にお世話になりました。 

宇佐美三郎君 神谷先生にお世話になっています。 

水野憲雄君 ゴルフ会の皆様、しばらく欠席させ

ていただきます。ごめんなさい。年をとりました。

 
卓 話 

卓話担当：田中正明君 

講  師：津島市社会教育課 矢入彩氏 

演  題：「身近にいる鳥たち」 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウグイス（鶯）英名：Bush Warbler 

ウグイス団子、ウグイスあん、と思

い浮かべるとキレイな緑色をして

いるかと思いきや、実際のところはオリーブ色の

こんな鳥。 

メジロ（目白）英名：Japanese 

White-eye 花の蜜が好きな鳥。梅

や椿の蜜を吸いに来る姿が見ら

れます。椿に頭からつっこんで、顔を黄色くして

いる姿が見られることも…。 

キジバト（雉鳩）英名：Rufous Turtle 

Dove 昔は山にいた、別名「ヤマ

バト」。今ではそこらへんにいる。

単独もしくは番でいる姿をよく見

かける。プロポーズの様子が何とも哀愁を誘うの

です…。 

ドバト（土鳩）英名：Rock Dove 

平安時代以前に日本に来た外来種

のハト。カワラバトとも言ったりす

る。田んぼに群れでいるのはだいた

いこっちのハト。いろいろなカラーがある。 

オシドリ（鴛鴦）英名：

Mandarin Duck 繁殖期の

オスはきれいな色をしてい

て、写真のようにメスと一

緒にいる姿を見かける。おしどり夫婦なんて仲睦

まじい夫婦の事を指して言いますが、実際のとこ

ろどうでしょう。 

 

津島市の鳥と言えばシラサギですが、

「シラサギ」にもいろいろありま

す！（※昭和 57年市民へのアンケー

トで選ばれました） 

コサギ（小鷺）英名：Little Egret 

もっともよく見かける気がするサギ。夏

は頭の後ろに 2 本の冠羽があってわか

りやすい。日本で見られるシラサギでは

一番小さい。中国では「白鷺」と書くと、

この鳥を指すらしい。 

チュウサギ（中鷺）英名：Intermediate 

Egret コサギよりも大きくてダイサ

ギよりも小さい（そのまんま…）。ダ

イサギとの違いは小さいことと、く

ちばしが短いこと。実は夏鳥。 

ダイサギ（大鷺）英名：Large Egret 

日本ではアオサギに次ぐ大きさのサ

ギ。チュウサギよりもくちばしが長

い。１年中見られるような気がする

けども、実際はちょっと違うらしい。 

アマサギ（尼鷺・亜麻鷺）英名：

Cattle Egret え？ シラサギ？ そ

う思われたことと思います。写真は

夏の装い。冬には真っ白になるそう

です。夏に日本に来て、子育てをし

ます。 

クロサギ（黒鷺）英名：Reef Egret 

もはやシラサギではかけらもな

いように見えるサギ。それでも紹

介しておきたい！ 日本でも本州より南の方の海

岸にいることが多い鳥。サギの中では唯一真っ黒

な鳥。 

 

1位 シラサギ（4537票） 

2位 セグロセキレイ（1918票） 

3位 モズ（1557票） 

4位 ウグイス（1507票） 

5位 ヒバリ（1092票） 

6位 ケリ（886票） 

 

セグロセキレイ（背黒鶺鴒）英名：

Japanese Wagtail 日本の固有種

とされるセキレイ。ハクセキレイ

と好みの環境が似ているが、ハク

セキレイよりも水辺に依存している。 

コノハズク（木葉木菟）英名：Scops Owl 

言わずと知れた愛知県の鳥。繁殖期の

夜だけ鳴く夜行性です。鳴き声は「仏

法僧」と聞こえる。が、最初は別の鳥

がこう鳴くと思われていたという…。 

ブッポウソウ（仏法僧）英名：

Broad-billed Roller  

当初「仏法僧」と鳴くとされてい

た夏の鳥。その鳴き声からブッポ

ウソウと名付けられたはいいものの、本人（?）は

「ゲッゲッゲ」という声で鳴くだけだった…。昭

和 10年、ラジオ番組を機に、ちゃんと正体が判明。 

←モズ 

↓ケリ 

↑ヒバリ 
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次回例会 

第 3194 回 ’19 年 5 月 17 日(金) 

卓話担当：宇佐美三郎君 

講  師：津島税務署長 磯部剛氏 

演  題：「税務署は事業者の 

敵ですか？ 味方ですか？」 

お知らせ 

■今年度・次年度役員・理事・委員長会議 

と き：5月 10日（金）18：00  

  ところ：味の山善（祖父江町） 

  その他：送迎バス(17:30商工会議所発) 

   

■第 33回あま・津島ＲＣ合同ゴルフ大会 

と き：5月 16日（木） 

  ところ：桑名カントリー倶楽部 

 

■次年度合同委員会（11委員会） 

と き：5月 17日（金）18：00  

  ところ：朝日寿し 

 

■第 39回津島東高校ＩＡＣ例会 

と き：5月 24日（金）16：00  

  ところ：津島東高校北館 2中教室 

 

■例会変更（第 3195回例会） 

 5月 24日(金) → 5月 26 日(日) 
 日帰り京都旅行 

  
その他 

 

 

 

 

 

 

 
あまＲＣ創立 50 周年記念式典 

4 月 27 日(土)、あまＲＣ創立 50 周年記念式典

が開催され、津島ＲＣからは、伊藤哲朗会長、吉

田康裕幹事、高木輝和パストガバナー補佐、篠田

廣ガバナー補佐エレクトが出席しました。経済ジ

ャーナリストの須田慎一郎氏の記念講演会、DAIKI 

& Mr.マリックのアトラクションもありました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

奉曳「奉祝・天皇陛下御即位」 

田中正明広報委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

九州ゴルフツアー 

山本達彦ゴルフ幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高木輝和パ

ストガバナ

ー補佐 

あまＲＣ会長 

大竹敬一君 
 

津島警察署長 

鈴木信明氏 
 

記念講演 

須田慎一郎氏 

Ｇ.Ｗ.のお休みに九州 

ゴルフツアーを敢行。メ

ンバーは津島ＲＣゴルフ

会の有志 7 名＋自称ロー

タリアン、天王通りのシ

ロクマことＮ氏の 8名。 

元より自制の利かない面々ではありましたが、令

和の世に変わってもその勢いは留まるを知らず、九

州屈指の難コース門司ゴルフクラブ、古賀ゴルフ倶

楽部を前に、体調を整えることすらままならずすべ

もなく敗れ去ったのでありました。 

 

5月 2日㈭、

津島神社境

内にて新天

皇ご即位を

お祝いして

秋祭りの山

車を奉曳し

ました。 

山田勝弘副会長 

加藤則之次年度

Ｒ財団委員長 

 楽しい 

10連休を！ 

 鈴木署長の

目の前で剣

を刺すなん

て… 

篠田次年度Ｇ補佐

と伊藤(哲)会長 


