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本日の行事予定 (2019 年 7 月 12 日) 

第 3201 回（例会） 

≪クラブアッセンブリⅠ≫ 

 
先回の記録（例会） 

第 3200 回 ’19 年 7 月 5 日（金）晴れ 

≪初例会≫ 

ロータリーソング  「四つのテスト」 
ソングリーダー  伊藤基君 
ﾋ ﾞ ｼ ﾞ ﾀ ｰ 浅井耕治君（稲沢ＲＣ） 
ｹﾞ  ｽ  ﾄ 名誉会員・津島市長 日比一昭氏 
       名誉会員・愛西市長 日永貴章氏 
       米山奨学生     何月琦さん 
会 員 総 数  62名   6月 11日例会分訂正 
出席免除会員  13名   欠 席 会 員     24名 
本日出席会員  47名   MAKEUP会 員     16名 
本日の出席率 83.93％  訂 正出席 率   94.74％ 
超 過 出 席 なし 

 
会長挨拶 

伊藤幸蔵会長 

歴史と伝統ある津島ロー

タリークラブに入会させて

いただいたのが 22 年前。ま

さかこんな日が来るとは思

ってもおりませんでしたが、

会長を務めさせていただく

ことになりました。 

「津島ロータリークラブ大丈夫か」と言う声も

あります。品格が心配されますがなんといっても

ガバナー補佐も篠田先生ですし、間違いないと思

います。未熟者な私ですがクラブの名に恥じない

よう努力したいと思います。田中副会長、杦田幹

事のお力を得て、また各委員長、メンバーの皆様

のクラブの活動に精一杯取り組んでいきたいと思

います。 

本日は、ご来賓として津島市長、日比様、愛西

市長、日永様をお迎えしております。近々、国政

選挙もあり特別にお忙しい中、大変ありがとうご

ざいます。稲沢ロータリーからも浅井さん ようこ

そ。 

また、米山奨学生の何さんも来ていただいてお

ります。 

両市長様は皆さんよくご存知。日比市長はロー

タリアンとして、日永市長はお父さんが我クラブ

に入って見えましたから。なので、ちょっと何さ

んのことについてお話ししたいと思います。 

何さんは凄いんです。何が凄いかと言うと、可

愛いだけでないんです。日本語能力検定試験 1 級

を持っていらっしゃる。Ｎ1 は本当にとても難し

いんです。日本語の先生をしているのでよく分か

ります。例えば、以前、何さんとお話しする機会

があって、哲朗直前会長が「うちの布団はグッス

リ寝れるよ、枕もあるでよう」なんて話したり、、、

で、「私が寝てるのは針のむしろだわな」「わか

る？」と聞いたら「分かります」って。 

「針のむしろ」今の若者は「むしろ」と言う言葉、

日本人でも知らんと思うわ。 

さて、ハンブルクの世界大会のついでに、ハン

ガリー、ポーランドにも行ってきたんですが、―

― ハーヴェイなどの中国の企業ですか すげえ勢

いで進出していました。一帯一路政策って言うん

ですかね、海から陸から実感させられました。凄

いです。将来、間違いないく日本と中国をつなぐ

太い大きな架け橋になっていただけると思います。 

中日新聞に顔写真入りでロータリーの今年の人

事が載りましたのが 1ヵ月ほど前です。普通なら、

新聞屋が新聞に載ってるのは、飲酒で捕まったと

か従業員がやらかした、なんてのが多いんですが、

今時は、ネットで世界中で尾張版が見れる様で、

遠くに住んでる友人や同級生からも 「見たぞ」っ

て、恩師からは「先生も嬉しいわ、、、誇りに思う

わ」って。そして、皆さま、先輩方からも「期待

しとるで頑張りゃあよ」と心温まる激励、励まし

たくさんいただきました。小心者の私には、どえ
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りゃプレッシャーであります。 

そして、昨日、ＲＩからメールが送られてきま

した。マーク・ダニエル・マローニーＲＩ会長か

らの激励メッセージであります。全文英語で書い

てありましたが、長年、加藤英語塾に通っている

のでよく分かりました。この上ない激励を賜りま

した。全世界全てのクラブの例会初日に合わせて

送られているのでしょうか？ものすごい気配りで

すね。 

そのマーク・ダニエル・マローニーRI会長です

が、今年度国際のテーマを『ROTARY CONNECTS THE 

WORLD（ロータリーは世界をつなぐ）』と提唱して

います。 

そして、ロータリーの礎は「つながり」で、ロ

ータリーの奉仕を通じて、有能で思慮深く寛大の

人々が手を取り合い行動を起こすためのつながり

を築いてまいりましょうと呼びかけます。 

また、伊藤靖祐ガバナーは地区活動方針として

「グローバルに考え、地域社会とつながり、ロー

タリーを成長させよう」と、ローターの５つの中

核的価値観をベースに、知的多様性と革新的柔軟

性という二つのキーワードでロータリークラブの

成長の重要性をあげています。 

これらの事を踏まえ、今年度当クラブは活動を

してまいりますが、元号も新たに令和となった今

年度、名誉なことに篠田廣ガバナー補佐を輩出し、

対外的にも特別に忙しくなります。西尾張分区 IM

大会にはホストクラブをしたり、WFF では、地区

のブースとしての参加もあります。ゴルフ大会の

主催もあります。こんな時こそ、普段から培った

クラブ内の活力や友情を生かし、一致団結して取

り組んでいければ幸いと思います。 

例年同様、天王子ども塾などの開催することに

よって、地域社会への貢献と共に地域社会とのつ

ながりを深くします。インターアクトクラブも次

年度の大会に向けて準備などで忙しくなります。

スローガンも 「心を分かち合おう」 に決まった

そうです。 

また、台湾フーエイＲＣとの交流だけではなく、

地区補助金を使ってのベトナム北部、ラオカイ県

の学校に清潔なキッチンやトイレを提供するプロ

ジェクトや、米山奨学生の何月琦さんを支援する

事で世界との繋がりもより深めます。早速、地域

とのつながり ということです。7日次の日曜日に、 

津島市、愛西市の教育委員会の主催による「祭り

を学ぶⅤ」に協賛、津島 RCはハンバーガーセット

を提供させて頂きます。 

健康第一でロータリークラブの楽しさを追求し

て活動していきたいと思いますので、皆様には尚

一層のご指導ご鞭撻。なにしろ私は浅学非才であ

りますので、ご協力の程よろしくお願いします。 

 

 

市長挨拶 
日比一昭津島市長 

 今年度初例会にお招きい

ただきありがとうございま

す。この度、中部圏社会経

済研究所が行った自治体の

魅力度調査において、全国

の1741自治体で全国72位、

県内 3 位となりました。本

市の福祉文化活動に取り組

んでいただいていることに感謝申し上げます。

今後も皆様のお力添えをいただきながら地方創

生事業を展開し魅力あるまちづくりに取組を積

み重ね、市の活性化につなげてまいります。 

日永貴章愛西市長 

今年度初例会にお招きい

ただきありがとうございま

す。昨年行われました空手道

大会では青少年の健全育成

について、ご理解ご協力を賜

り深く感謝申し上げます。今

後も、愛西市の住みよいまち

づくりのため、人と人との絆

を大切に、皆様方と手を携えてまいりたいと考

えております。引き続きご協力をお願いいたし

ます。また、7月 13日 14日には、蓮見の会を開

催します。ぜひお越しください。 

 
幹事報告 

杦田勝彦幹事 

1 本日は 2019-20年度

の初例会です。名誉会員

の津島市長及び愛西市長

をお招きしております。

後程ご挨拶を頂きます。 

2 本日中部電力津島営

業所の伊藤聖年君の入会

式を行ないます。 

3 本日、会報用バインダー・上期会費請求書・会

員証と『ロータリーの友』『ガバナー月信』各

７月号を配布しております。尚、上期会費に関

しては、７月末日までにお振込みお願いいたし

ます。 

4 また『財団室 NEWS』7月号を回覧しております。 

5 本日例会終了後、1階例会場にて第１回役員・

理事・委員長会議を開催します。 

6 7月 7日（日）午前 9:30より伝承の館にて津

島市と愛西市教育委員会主催の第５回「祭りを

学ぶ」が開催されます。津島ロータリークラブ

は出席者の食事の協賛を行ないます。 

7 次回はクラブアセンブリです。各委員長の皆様

には準備をお願いします。 

8 ７月のロータリーレートは１ドル 108円です。 
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9 西尾張分区親睦ゴルフ大会の開催にあたり、高

木輝和ゴルフ実行委員長、三谷栄一実行副委員

長が 7月 10日に尾張中央 RC 7月 11日に一宮

RCへ PR訪問されます。 

 
ニコボックス報告 第 3200回分 

伊藤誠ニコボックス委員長 
伊藤幸蔵会長、田中正明副

会長、杦田勝彦幹事 ①名

誉会員の日比一昭津島市

長と日永貴章愛西市長を

お迎えして②本日のゲス

トに米山奨学生の何月琦

さんをお迎えして 

伊藤幸蔵会長、滝川林一会長エレクト、伊藤哲朗

直前会長、飯村理社会奉仕委員長、幅辰雄青少年

奉仕委員長、小林啓子クラブ奉仕委員長、山本達

彦親睦活動委員長、山田公男会場委員長、篠田廣

ガバナー補佐、稲垣宏高ＩＭ実行副委員長、伊藤

誠ニコボックス委員長 会員の皆さん１年間よろ

しくお願いします。 

相羽あつ子君、飯村理君、伊藤基君、梶浦興蔵君、

佐藤敬治君、坂井裕君、高木輝和君、野々山勝也

君、古川弘一君吉田康裕君 伊藤幸蔵丸の船出を

祝して 

稲川明俊君、神谷里明君、加藤隆朗君、加東育郎

君、佐藤敬治君、高木輝和君、寺島淳一君、寺田

晏章君、長田一郎君、野尻栄一君、服部貴君、前

田昭生君、松本浩義君、矢田潔君、山田勝弘君 新

年度役員・理事・委員長・理事会構成メンバーの

皆様１年間頑張ってください。よろしくお願いし

ます。 

伊藤哲朗君、加藤則之君、佐藤敬治君、坂井裕君、

鈴木吉男君、水野憲雄君、矢田潔君、横井知代君 

名誉会員の日比一昭津島市長と日永貴章愛西市長

をお迎えして 

浅井賢次君 ①神谷院長先生にご無理なお願いを

致しました。②日比市長、日永市長をお迎えして

③伊藤幸蔵会長始め役員の皆さんこの一年よろし

くお願いします。 

篠田廣君 １年間ガバナー補佐を支えていただく

ようよろしくお願いします。 

山田勝弘君 伊藤幸蔵会長、杦田幹事 分区でお

世話をおかけします。よろしくお願いします。7

月 27日もよろしくお願いします。 

高木輝和君 吉田君にロータリーゴルフ会幹事を

お願いして。 

伊藤誠君、坂井裕君 ニコボックスへの喜捨をよ

ろしくお願いします。 

伊藤聖年君 まもなく孫が生まれます。 

伊藤彰浩君 初例会にあたり皆様よろしくお願い

します。 

日比一昭津島市長、日永貴章愛西市長 伊藤幸蔵

会長の船出をお祝いして。 

 
新入会員入会式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
その他 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長バッジは 

伊藤哲朗直前会長から伊藤幸蔵会長へ 

幹事バッジは 

吉田康裕前年度幹事から杦田勝彦幹事へ 

引き継がれました。 

 
 

その後 

伊藤幸蔵会

長から伊藤哲

朗直前会長

に、感謝状と

記念品（ブリ

ーフケース）

が贈呈されま

した。 
 

田中正明副会長

と山本達彦親睦

委員長 

会長バッジ 

幹事バッジ 

よろしく

ね！！ 

【プロフィール】 

氏 名：伊藤聖年 
    （いとうきよとし） 

事 業 所：中部電力㈱ 

津島営業所 

職業分類：電気事業 

役  職：所長 

趣    味：スポーツ観戦 

ドライブ 
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次回例会 

第 3202 回 ’19 年 7 月 19 日（金） 

≪クラブアッセンブリⅡ≫ 

 

お知らせ 

■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 1階 

 

■休会 

  7月 26日（金）  定款８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
尾張津島天王祭宵祭 

2019.7.27(土) 18：00～ 

尾張津島天王祭 宵祭会場において 

「西尾張分区 有志懇談会」が開催されます。 

ご興味ある方は事務局までお声かけ下さい。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

稲沢ＲＣの 

浅井耕治君 

この日は 

津島神社 

宮司の 

堀田正裕君も

活躍されまし

た。 

 
鈴木吉男Ｓ．Ａ．Ａ． 

幅辰雄青少年奉仕

委員長 

米山奨学生

の何月琦さん 

西尾張分区幹事の

山田勝弘君 

Ｓ．Ａ．Ａ． 

幅辰雄 

青少奉仕委員長
 尾張津島天王祭 宵祭会場において 

「西尾張分区 有志懇談会」が開催されます。 

ご興味ある方は事務局までお声かけ下さい。  
年 

吉田康裕 

ゴルフ部会幹事 

8月 25日（日）に 

子供向けに防災教室を

開催します 

幸蔵会長節

炸裂だね 

第 1回目の例

会キンチョー

してま～す！ 

山田公男会場委員長 

梅雨明けはもうちょっと。 

今年は天王祭が無事開催されますように 

 
 

 

始動！！ 

 

31年度「祭りを学ぶ」青少年奉仕委員会事業 

ハンバーガーを提供しました。 

 

ロータリー

クラブって

知ってる？ 

知ら 

な～い！ 

今度は 

ゴルフだ！ 

がんばりゃーよ！ 

2019-20年度新体制 

第 1回役員・理事・委員長会議 


