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本日の行事予定 (2019 年 6 月 28 日) 

第 3199 回（例会） 

≪納 会≫ 

 
先回の記録（例会） 

第 3198 回 ’19 年 6 月 21 日（金）晴れ 

≪クラブアッセンブリ≫ 

ロータリーソング 「Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ」 
ソングリーダー  田中正明君 
ゲ ス ト 入会予定者 

 中部電力㈱津島営業所 
 伊藤聖年さん 

会 員 総 数  62名   5月 26日例会分訂正 
出席免除会員  19名   欠 席 会 員     36名 
本日出席会員  49名   MAKEUP会 員     27名 
本日の出席率 79.03％  訂 正出席 率   94.64％ 
超 過 出 席 相羽あつ子君（地区インターアク
ト新旧委員会） 

会長挨拶 
伊藤哲朗会長 

30 度を超える暑さになりま

した。本日もご出席ありがと

うございます。 

 昨日は、ロータリークラブ

会長杯ゴルフコンペが開催さ

れまして、高木ゴルフ会会長、

山本ゴルフ会幹事、大変ご苦労様でした。参加い

ただいた 16名のみなさんも、暑さとの戦いでした。 

優勝は加東育郎君で、来週会長杯をお渡ししたい

と思います。この会長杯、リサイクルショップで

売っているものだと噂されておりますが、まあど

うなるかは、次週ご期待いただきたいと思います。 

 また、夜の部に参加いただいた山田副会長、加

藤則之さん、ありがとうございました。私は、ロ

ータリークラブに入会させていただいて、22年間、

ゴルフ会には所属しておりましたが、あまりに下

手くそのため、一度もゴルフ例会に参加しなかっ

たわけですが、山本ゴルフ会幹事さんからの声か

けをいただきまして、4 月からこの 6 月まで参加

させていただきました。 

 最終ゴルフ例会は、いつもの桑名カントリー倶

楽部ではなく涼仙カントリー倶楽部で、20年以上

前に行ったことがあって、さらさらのバンカーが

印象的でありました。素晴らしいゴルフ場で、い

ろいろご配慮いただき、別に楽しみもありまして、

いつも腹黒いと高木さんに揶揄されていましたが、

バンカーの砂の如く、真っ白な色になったような

気がしております。 

 肝心なゴルフの方ですが、私のゴルフは、語る

ことがありません。なんのドラマもありません。

吉田幹事が、会長としてゴルフが最大の難関で、

「無事終わってよかったですね」と言ってくれた

のが嬉しかったです。昨日は体調もよく、あとハ

ーフ回れそうでした。前日酒を控えたのがよかっ

たと思います。 

 さて、先週は、11 日に創立 66 周年記念祝賀例

会が行なわれまして、幅クラブ奉仕委員長、ご苦

労様でした。こちらでは、浅井賢次さん、矢田潔

さんにご挨拶をいただき、お話しいただいたこと

で、会がいっそう盛り上がりました。ありがとう

ございました。当日は、飲み放題ではあったので

すが、持ち込んだお酒もワインも、すべて空けて

いただいて、楽しい時間になりました。まさにパ

ルスコミュニケーションであります。 

 そして、14日には、私と吉田幹事、それに篠田

次年度ガバナー補佐、山田分区幹事共々、分区の

第 3 回会長幹事会に出席しまして、今年度和田ガ

バナー補佐を始めとする分区の役員や西尾張の会

長幹事さんと交流してまいりました。 

 また、16日には、地区の米山とインターアクト

など青少年の防災研修会が行なわれ、地区出向の

相羽先生が、丸一日事業に取り組まれておりまし

て、私と幹事も出席してまいりました。 

 いよいよ、私の任期もあと 9日と 11 時間 15分

くらいになりましたが、30日まで、きちんと職務

が全うできるようがんばりたいと思います。 

 本日はクラブアッセンブリです。よろしくお願

い致します。 
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幹事報告 
吉田康裕幹事 

 本日の例会はクラブアッ

センブリとなります。各

委員長の皆様は、会報用

の原稿を 6月 24日（月）

までに事務局へ提出して

ください。 

 先週ご報告しました、新入会員予定者の伊藤

聖年さんに関して、昨日までにどなたからも

ご異議がありませんでしたので、正式に承認

とさせていただきます。本日ゲストにて例会

に出席していただいています。なお、入会式

は 7月 5日に執り行う予定です。 

 本日例会終了後、例会場にて第 5 回ＩＭ実行

委員会を行います。 

 6 月 21日（金）16 時より、第 40 回津島東高

校インターアクトクラブ例会が開催されます。

よろしくお願いします。 

 6月 21日（金）18時より、本年度の国際奉仕

委員会が開催されます。メンバーの皆様、よ

ろしくお願いします。 

 6月 21日（金）18時より、次年度の職業奉仕

委員会が開催されます。メンバーの皆様、よ

ろしくお願いします。 

 6月 22日（土）は地区役員会長幹事懇談会が

開催されます。伊藤哲朗会長、吉田幹事が出

席する予定です。 

 6月 25日（火）18：00～、名鉄グランドホテ

ルにて、次年度のガバナー補佐事務所を務め

る津島ＲＣが「2019-20 年度第 1 回西尾張分

区会長・幹事会」を開催します。津島ＲＣか

らは篠田ガバナー補佐エレクト始め、10名が

出席予定です。 

 6月 28日（金）、津島市長への表敬訪問を予

定しています。伊藤哲朗会長、吉田幹事、伊

藤幸蔵会長エレクト、杦田幹事エレクトの 4

名で出席する予定です。 

 次週 6月 28日（金）の例会は、納会となりま

す。昼食は、割子弁当で準備をしています。

準備の都合上、当日ご欠席されます方は 6 月

25日（火）までに事務局へご連絡をください。 

 6月 27日（木）15：30～、ガバナー事務所に

て「地区事務連携システム（ＤＣＳ）」説明

会が開催されます。杦田幹事エレクトと事務

局の佐藤和絵さんが出席します。 

 6月 27日（木）18時より、2018-19年度第 15

回理事会（理事会構成メンバーの打ち上げ）

を、「舞鶴館」にて開催しますので、よろし

くお願いします。 

 

 

 

ニコボックス報告 第 3198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創立 66 周年記

念祝賀例会にご出席いただきあ

りがとうございました。②本日は

クラブアッセンブリです。よろし

くお願いします。 

飯村理君、猪飼充利君、伊藤幸蔵君、稲川明俊君、

加藤隆朗君、小林啓子君、坂井裕君、柴田伸彦君、

杦田勝彦君、住田正幸君、野尻栄一君、松本浩義

君、矢田潔君、山田公男君 創立 66周年記念祝賀

例会、成功おめでとうございます。 

幅辰雄君 6月 11日に初孫が生まれました。 

浅井賢次君 ①創立 66周年で伊藤会長、山田副会

長、幅委員長さん、役員の皆さんにお世話になり

ました。②90才老人、のんびりゆったり一人旅…

久し振りに金沢へ行き、駅附近の変貌いちじるし

く、でも古い街並、東茶屋、兼六園等歴史と伝統

の素晴らしいのに感謝。金沢東ＲＣに行きました

ら、例会変更で休み。残念でした。③中電の伊藤

さんご入会おめでとうございます。 

加東育郎君 今期最後のゴルフ大会、メンバーに

恵まれて優勝できました。山本さん、幹事お疲れ

様でした。高木ゴルフ会長、ごめんなさい。 

高木輝和君 ロータリーゴルフ 2 位に入賞しまし

た。これからも頑張ります。 

山本達彦君 昨日ロータリーゴルフでブービーに

なりました。 

八谷順一君 久しぶりの出席です。 

加藤則之君 稲川先生に大変お世話になりました。

今後共よろしくお願いします。 

寺島淳一君 柴田さん、1 年間ニコボックス委員

長お疲れさまでした。次の職場でもがんばってく

ださい。 

水野憲雄君 柴田さん、ニコボックスで 1 年間

色々としてもらい本当にありがとう。新天地でも

頑張ってください。2年ではさみしいです。 

滝川林一君、佐藤敬治君、三谷栄一君、古川弘一

君 ウィークリーに写真が載りまして。 

伊藤雅昭君、河西あつ子君 その他。 

 
≪クラブアッセンブリ≫ 

小林啓子職業奉仕委員長 

毎月第一例会のロータリーソ

ングとして「四つのテスト」を

継続しました。会場委員会のご

協力ありがとうございました。 

職業奉仕月間の卓話は、地区

職業奉仕委員会委員長の鋤柄善彦氏に講師をお願

いしました。少し職業奉仕の意味と現在の立場が

わかったような気がします。「職場訪問」の例会が

できずに申し訳ありませんでした。次年度の職業
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奉仕委員会は期待できそうです。 

1年間ありがとうございました。 

 
堀田力男社会奉仕委員長 

まず初めに今年度はじまっ

て間もないころに開催しまし

た。地区補助金事業に全員参

画というかたちで非常に多く

のメンバーの皆さんに参加し

ていただき、またお手伝をいただきありがとうご

ざいました 

今年度の社会奉仕委員会の事業報告ですが、ク

ラブ計画書の中の津島及び愛西市の図書館のロー

タリー文庫への図書、資料または備品の寄贈をあ

げておりますが、こちらの方は希望リストを出し 

てもらい 12月に寄贈をし、例会時に大河内副委員

長から寄贈式を行いました。 

2番に職場や家庭において環境保全に対して向

上が図れ、地元企業と協力し環境保全に努めてい

きたい、こちらの方は告知不足でありますがエコ

キャップ事業とさせていただきます。皆さんの会

社、家庭で出たペットボトルのキャップを彩雲館

さんにご協力いただいて一宮の磯野プラスチック

さんという会社に運び、ポリオワクチンに交換し

てもらいます。これは今も継続中で、来週納会時

を締め切りとして事務局に集まっているキャップ

を彩雲館に持っていく予定です。 

3番の彩雲館さんをはじめ福祉施設の就労支援

をする、とありますが、その部分は手薄になって

しまい、具体的に何かアクションを起こすことが

できませんでした。 

4番の地区補助金事業「ロータリーデー・津島

の抹茶文化探訪」の実施は、この事業の内容成果

については、年始のクラブアッセンブリでお話を

させていただいたので割愛しますが、今まで開催

していたお茶会をロータリーデーという形で開催

することにより、僕自身ロータリーデーとは何か

ということから勉強させてもらえました。 

また、ロータリーメンバーと地域の皆さんが事

業を通じ交流を行い、参加者全員が伊藤会長の掲

げたパルスコミュニケーションがふつふつと感じ

られた事業になったと思いますし、またポリオ募

金も多く集まり、ポリオ完全撲滅を掲げている国

際ロータリーの課題に貢献できました。 

最後に陰ながら委員会のメンバーさんは本当に

よく助けてくれました、お礼申し上げます。1年

間ありがとうございました。 

 

寺島淳一国際奉仕委員長 

今年度国際奉仕の主な事業として、2016年から

台北滬尾ＲＣとグローバル補助金事業を進めて参

りました。 

この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 年間に亘り台北滬尾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ＲＩへの報告書も 4 月に提出し終了いたしま

した。 

当クラブ初の事業でしたが大変良い事業だった

と思っております。3 月には台北滬尾ＲＣのメン

バーとご夫人、ご友人の方々17名が来訪され、姉

妹締結後初めて当クラブのホーム例会に出席され

ました。 

また、4/16(火)の台北滬尾ＲＣ創立 13周年記念

式典に伊藤哲朗会長始めメンバー8 名と 1 名の会

員夫人、総勢 9名で参加して参りました。 

今年度は 3 度に亘り台北滬尾ＲＣと交流する機

会があり、より一層友好が深められたのではない

かと思っております。 

1 年間、委員会メンバー並びに会員の皆様には

ご協力いただきありがとうございました 

 

中野義光青少年奉仕委員長 

 青少年の健全な育成を目指し、

他の委員会及び諸団体と共に連

携し、事業活動を推進支援しま

した。地域の子供たちと一緒に

郷土の文化に触れてゆこう！ 

という「天王子ども塾」の活動を支援しました。 

また、インターアクトクラブ活動に積極的継続

的に参加、助言を行い、インターアクトクラブの

活性化を図り、社会奉仕・国際理解はもとより、

国内外における環境問題にも指導力を発揮できる

インターアクトクラブの育成を支援しました。 

青少年の健全な育成を目指し、「津島ロータリ

ークラブ杯『特別振興』空手道大会」を開催しま

した。 

 

八谷順一ロータリー財団委員長 

 私の体調により委員長として

の活動もできなくて皆様方には

ご迷惑をお掛けしました。特に

副委員長の寺田さん、委員の矢

田さんには申し訳なかった気持

ちです。 

 事業としては、ポール・ハリス・フェロー3 名

以上の目標でしたが 2名の獲得でした。 

次年度以降はロータリー会員としてさらなる獲

得に協力して参ります。 
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服部貴米山奨学副委員長 

 米山奨学生はロータリーク

ラブを通して日本の文化・習慣

などに触れ、社会参加と社会貢

献の意識を育て、将来のロータ

リーの理想とする国際平和の

創造と維持に貢献する人となることが期待されま

す。普通寄付金、会員 1 人当たり 5,000 円とし、

米山功労者の表彰は累計 10 万円ごとに行われる

ので、パスト会長始め多数の会員の皆様に米山功

労者になっていただくようお願いをしたところ 1

名達成することができました。また、例年のよう

にガバナー公式訪問例会記念で 10 万円寄付しま

した。 

2019-21 学年度の米山奨学生として何月琦さん

を受け入れることとなりました。三谷次年度米山

奨学委員長、よろしくお願いします。 

 

幅辰雄クラブ奉仕委員長 

 下期は例会、各委員会の計画

された目標が多くの会員の協

力により実行され、親睦を深め

クラブの活力を高めることが

できたと思います。 

また、創立 66 周年記念祝賀例会を 6月 11日の

夜間例会に変更していただいたので、多くの会員

の参加により更なる交流の機会となりました。 

今後も、夜間例会を開催して会員の輪を大切に、

津島ＲＣが益々、発展しますように計画していた

だければと思います。 

 

滝川林一親睦活動委員長 

いつも委員会の行事にご協力

くださりありがとうございます。 

また各委員の活動にも感謝し

ます。 

メインテーマの 9項目、サブテ

ーマの 5項目はほぼできたと思っております。 

特に12月のクリスマス家族例会と5月の日帰り

家族例会には多数の方の出席をいただき無事終え

ることができました。 

それらは、出席者皆様のご協力と委員会メンバ

ーの行動、そして忘れてはならないのは事務局の

ご苦労のたまものと思っております。 

どうもありがとうございました。 

 

三谷栄一ロータリー情報委員長 

ロータリー情報委員会は 3 月

29 日、研修会を開催し、会長は

じめ 12人の出席をいただきまし

た。 

研修会はロータリー情報冊子

『これだけは知っておきたい「ロータリーの基

礎」』に基づいて勉強しました。入会 3 年未満の

会員には、ロータリーを理解していただき、意見

交換をして退会防止につとめました。 

 
伊藤基会場委員長 

会場委員会の大切な仕事であ

る司会進行は、委員会メンバーで

順番に担当をすることとし、委員

会の皆さんにはお世話になりま

した。また、ストレッチ体操とソングリーダーで

は、皆さん快く引き受けていただきありがとうご

ざいました。 

会場委員会の準備は、事務局さんのお世話にな

り開始１時間前には、ほぼ会場の準備が終わって

おり、これも事務局さんありがとうございます。 

今年度は、血液型による席替えを一度だけ行い

ましたが、別のアイデアでもう一度ほど席替え例

会ができればと反省しております。 

 

松本浩義会員増強委員長 

メンバーは、住田正幸さん、

坂井裕さん、故余郷利彦さん、

安江正博さんの 5名です。 

3名増強で、総員 70名と目標

を立てましたが、力不足でなか

なかできませんでした。 

現在 62名で、これからも引き続きやっていきたい

と思います。 

 
田中正明クラブ広報委員長 

皆様のお陰を持ちまして一

年間無事に終えることができ

そうです。 

特に委員会の皆様には大変

お世話になり誠にありがとうございました。事務

局の皆様、誠にありがとうございました。 

 
柴田伸彦ニコボックス委員長 

会員の皆さんのおかげで、

目標である270万円を達成し、

300万円を超える結果となり

ました。本当にありがとうご

ざいました。 

次年度も皆さんの元にたくさんの喜びごとが訪

れて、会員全員でその喜びを分かち合えるように

気持ちよくご喜捨いただきますこと、よろしくお

願いします。 

 

鈴木吉男戦略特別委員長 

 全世界のロータリーの会員数

は、この 20年間ずっと 120万人

程度で推移し、特に日本のロー

タリアンは約 9 万人と減少し続
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け、また会員の高齢化が進んでいます。 

ロータリークラブ自体が、活動を通じ変化をも

たらす知識や意欲をもたないクラブになっていな

いでしょうか。ロータリークラブが世界でどんな

活動をしているか知らないロータリアンがいかに

多いことでしょう。 

ロータリー財団の持続可能なプログラムが、ロ

ータリーの基本方針に位置づけられている今、ロ

ータリーの活動プログラムがロータリアン、クラ

ブ、地域社会への愛と共感の心を示す必要があり

ます。 

ロータリークラブが変化の推進者となり、変化

の推進者となりうるプログラムに大胆にチャレン

ジする必要があります。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日は時間がないけど、

次回は納会だでね、Ｓ.

Ａ.Ａ.として思っとるこ

とをしゃべらせてもらう

で、楽しみにしとったっ

てちょー。 

 よろしくお願いします。 

 

 
2019-20年度第 1回西尾張分区会長・幹事会 

 いよいよ次年度は、津島ＲＣが 9 年ぶりのガ

バナー補佐事務所をつとめます。 

6月 25日（火）18：00より、名鉄グランドホテ

ル 11階「桂の間」にて、2019-20年度第 1回西尾

張分区会長・幹事会を開催しました。杦本哲一地

区副幹事（江南ＲＣ）はじめ、西尾張分区内 8Ｒ

Ｃの会長・幹事と、江川泰彦地区大会実行委員会

委員長、水野豊秋地区大会実行委員会大会幹事（名

古屋清須ＲＣ）の 2名が出席しました。 

 津島ＲＣからは、篠田廣ガバナー補佐、山田勝

弘分区幹事、山本達彦分区副幹事、浅井彦治ＩＭ

実行委員長、田中正明ＩＭ実行副委員長、稲垣宏

高ＩＭ実行副委員長、高木輝和分区親睦ゴルフ大

会実行委員長、三谷栄一分区親睦ゴルフ大会実行

副委員長の 8 人が出席、まずは無事に顔合わせを

することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山田勝弘副会長 

入会予定の中部

電力㈱津島営業

所の伊藤聖年さ

んにお越しいた

だきました。 

司会の山田勝弘

分区幹事 

司会：伊藤基

会場委員長 

加東育郎君と 

伊藤哲朗会長 

ソングリーダー

は田中正明君 

山田公男会場

副委員長 

高木輝和Ｓ.Ａ.Ａ. 

 足元がカッコ

いいでしょ！ 

 先週の会長杯、

優勝しました 

 

 疲れた… 

1 年間、例会

次第を作成し

ました 

篠田廣 

ガバナー補佐 

 2019-20年度の

ＲＩ会長テー

マは「ロータリ

ーは世界をつ

なぐ」です。西

尾張分区の皆

さんへの伝達

者としてお世

話になります。 

篠田廣ガバナー

補佐と山田勝弘

分区幹事より、

資料の説明をし

ました。 

ガバナー補佐

の説明を、皆さ

ん真剣に聞き

入っていまし

た。 
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次回例会 

第 3200 回 ’19 年 7 月 5 日（金） 

≪新年度初例会≫ 

 

お知らせ 

■31 年度「祭りを学ぶ」 

青少年奉仕委員会事業（協賛） 

と き：7月 7日（金）9：00～ 

ところ：わざ・語り・伝承の館 

 

■≪クラブアッセンブリ≫ 

第 3201回 ’19年 7月 12日（金） 

第 3202回 ’19年 7月 19日（金） 

※委員長は発表の準備をお願いします。 

 

■第 30 回インターアクトクラブ年次大会 

と き：7月 15日（月・祝）10：00  

 ところ：名古屋文理大学文化フォーラム 

 

■臨時理事会 

と き：7月 19日（金）13：30  

  ところ：ツシマウール会館   

 

地区役員及び会長幹事懇談会 
6月 22日（土）18：00～、名鉄グランドホテル

にて、今年度の地区役員及び会長幹事懇談会が開

催され、伊藤哲朗会長と吉田康裕幹事が出席しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

浅井賢次君 

6月 17日(月)、金沢一人旅の

折に金沢東ＲＣの例会に寄り

ましたが、残念ながら休会だっ

たのでバナーを例会場のホテ

ルに預けました。すると、わざ

わざ金沢東ＲＣ事務局から津

島ＲＣ宛にバナーが送られてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7月の例会変更 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

一宮中央 RC 7/10 水 一宮商工会議所㌱(夜) 

名古屋守山 RC 7/17 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 

名古屋空港 RC 7/29 月 キャッスルプラザ 

 
7月のメニュー 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月 5日（金） 割子弁当 

7月 12日（金） 冷しゃぶ 

7月 19日（金） ビーフカツ 

津島ロータリークラブ 御中 

先日、当クラブに浅井様がメーク・アップにお見

えになりましたが、生憎、当日は休会日で例会場

ホテルに貴クラブバナーを置いて行かれました。 

当クラブのバナーをお送りいたしますので、浅井

様によろしくお伝えください。 

金沢東ＲＣ事務局 

 お疲れ様っす 

この席で、村井聰一郎

2018-19 年度ガバナーか

ら、伊藤靖祐 2019-20年度

ガバナーに地区旗がバト

ンタッチされました。 

伊藤靖祐ガバナー

エレクト 

2019-20年度ＲＩテーマ 


