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本日の行事予定 (2019 年 7 月 19 日) 

第 3202 回（例会） 

≪クラブアッセンブリⅡ≫ 

 

 
 

先回の記録（例会） 

第 3201 回 ’19 年 7 月 12 日（金）晴れ 

≪クラブアッセンブリⅠ≫ 

 

ストレッチ体操  飯村理君 
ロータリーソング  「手に手つないで」 
ソングリーダー  加藤則之君 
会 員 総 数  62名   6月 21日例会分訂正 
出席免除会員  13名   欠 席 会 員     15名 
本日出席会員  47名   MAKEUP会 員     11名 
本日の出席率 82.25％  訂 正出席 率   100％ 
超 過 出 席  
山田勝弘君、鈴木吉男君、寺島淳一君、吉田康裕
君（18-19年度国際奉仕委員会打上げ） 
伊藤幸蔵君、田中正明君、山田勝弘君、山本達彦
君、浅井彦治君、稲垣宏高君、杦田勝彦君、篠田
廣君（ＩＭ実行委員会） 
伊藤幸蔵君、柴田伸彦君（次年度職業奉仕委員会）
相羽あつ子君、幅辰雄君、伊藤哲朗君（第 40回Ｉ
ＡＣ） 
伊藤哲朗君、吉田康裕君（2018-19 年度地区役員
及び会長幹事懇談会） 
伊藤幸蔵君、田中正明君、山田勝弘君、山本達彦
君、浅井彦治君、稲垣宏高君、篠田廣君、三谷栄
一君、高木輝和君（第 1 回西尾張分区運営委員会） 
伊藤彰浩君（名古屋錦ＲＣ） 
宇佐美三郎君（名古屋名駅ＲＣ） 
杦田勝彦君（地区事務連携システム（ＤＣＳ）） 
 
 
 

 

 

 
 

会長挨拶 
伊藤幸蔵会長 

本日もみなさんお

元気に出席頂きまし

て、大変ありがとう

ございます。今日は

クラブアッセンブリ

ですので、よろしく

お願いします。 

  早速ですが、7月 7 日当クラブが協賛する「祭

りを学ぶⅤ」がありました。青少年委員会の皆さ

ま、ハンバーガーの手配など大変お疲れ様でした。 

 挨拶で「ロータリークラブ 知ってますか」と参

加の子供達に質問したら「知らない」と言う事で、

ＲＣの取り組んでいることについて、よりより世

界になるよう 世界から 貧困 病気をなくすよう

取り組んでいる事、また、識字率の向上、学校を

整備 留学生のサポート、ポリオ ワクチンの普及、

などについて話し、「世界に誇れる 世界遺産でも

あるー天王祭の事をしっかり勉強してください。」

と激励してきました。 

 さて、今日、7月 12 日は国連が決めた「マララ

デイ」だそうです。マララさんについては、吉男

さんが何年か前に例会でも紹介していました。 

 日本では、当たり前のように女の子も男の子もみ

んな一緒に学校に行って勉強することができます。

しかし、世界には、貧困、紛争、戦争、テロリズ

ム、宗教、いろいろな理由で子供、特に女の子が

学校へ行くことができない地域があります。マラ

ラさんの故郷であるパキスタンでも、たくさんの

女の子が学校に行くことができませんでした。マ

ララさんは、男の子だけではなく全ての子どもに

教育の権利があることを訴えてきました。すべて

の子どもたちが教育を受ける権利を唱えるために
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立ち上がったマララさんですが、テロリストのタ

リバンに頭部を銃撃されてしまいます。 

しかし、奇跡的に回復し 16歳の誕生日に国連で

スピーチをしました。「子供に銃を渡さないで本

やペンを、戦車を作るんだったら学校を」と訴え

ました。6年前 2013年の今日です。その勇気をた

たえて、国連は 7月 12日を「マララ・デー」と決

めましたとさ。 

ついこの前、世界のお金持の 20カ国が大阪に集

まったＧ20サミット。首脳宣言では「女児・女性

教育及び訓練への支援を継続する」が明記され、

安倍首相は議長国記者会見で、政府として 3年間

で少なくとも 400万人の途上国の女性に質の高い

教育、人材育成の機会を提供することを表明しま

した。今年 3月マララさんが来日し会談した折、

支援はマララさんと約束したことでもある」と語

りました。「全ての国の指導者に女性の教育に投

資するよう働きかけてほしい」とマララさんから

要請もされていました。 

これはロータリークラブの理念と正しく一致し

ます。「教育」はなんといってもロータリーの重

点分野の 1つでもあります。 

今日のメインイベントは 4大奉仕委員長の所信

表明です。各委員長からは心強い活動計画が発表

されると思います。私たちはこれに積極的に参加

し協力するのが大事です。「行動するロータリー

アンたれ。奉仕の感動は現場にあり」であります。 

 

 

 
 

幹事報告 
杦田勝彦幹事 

【依頼】クラブア

ッセンブリの原稿

は 7月 17日までに

提出をお願いしま

す。 

【回覧】日本のロ

ータリー100 周年

の記念バッジパンフレット及びポールハリスもの

がたりの発行のお知らせを回覧しています 

【報告】本日役員・理事・委員会構成表及び卓話

割表の変更したものを配布させて頂きました。柴

田さんの退会、伊藤聖年さんの入会に伴なう変更

です。 

【お知らせ】 

・本日、７月５日津島市長のご挨拶の中に出てき

た津島の魅力（Ａ１判定）の記事のコピーを配布

させて頂きました。 

・本日 16:00 から第 1 回補助金委員会がガバナー

事務所にて開催されます。 

・浅井彦治地区補助金委員長が出席されます。 

・7 月 15 日（月、海の日）2760 地区第 30回イン

ターアクトクラブ年次大会が稲沢市民会館で開催

されます。 

・西尾張分区親睦ゴルフ大会の御案内を本日配布

しました。 

・7 月 16 日（火）18:00 から魚島にて庄司さんの

送別会を開催します。 

・7 月 19 日（金）18:00 から魚島にて青少年奉仕

委員会が開催されます。委員の方は御出席下さる

ようお願いします。 

・次週 7月 19日の例会終了後、臨時理事会を開催

します。2018-19年度決算、2019-20年度予算に関

する議案です。 

 

 
 

ニコボックス報告 第 3201回分 
加東育郎ニコボックス副委員長 

伊藤幸蔵会長、田中正明

副会長、杦田勝彦幹事 

①本日はクラブアッセ

ンブリです。よろしく。 

②「祭りを学ぶＶ」が無

事終わりました。幅青少

年奉仕委員長はじめ、委

員の皆様新年度早々お疲れ様でした。 

伊藤幸蔵会長、田中正明副会長、杦田勝彦幹事、

浅井彦治君、浅井賢次君、猪飼充利君、伊藤哲朗

君、大河内勝彦君、加藤則之君、加東育郎君、河

西あつ子君、小林啓子君、佐藤敬治君、坂井裕君、

篠田廣君、住田正幸君、高木輝和君、長田一郎君、

野々山勝也君、野尻栄一君、水野憲雄君、山田公

男君 津島の夏の風物詩「尾張津島天王祭」の準

備が始まりました。 

伊藤幸蔵君、飯村理君 クラブアッセンブリよろ

しくお願いします。 

幅辰雄君 写真が載りました。 

伊藤聖年君 1 週遅れました。ＲＣ会員となりま

したのでこれからよろしくお願いします。 

堀田正裕君 初例会欠席しました。 

山田勝弘君 7/13（土）14（日）に愛西市観光協

会主催による蓮見の会が開催されます。皆様お越

しください。 

杦田勝彦幹事、山本達彦君、佐藤敬治君 その他 
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クラブアッセンブリ 
加藤隆朗職業奉仕委員長 

1,会員の職業奉仕に

ついての理解をより

一層深めることを目

的として、次の活動

を行う。 

① 引き続き毎月第

一例会のロータ

リーソングの『四つのテスト』を継続実施す

る。『四つのテスト』のパネルを例会場に掲

示して、ロータリアンの職業奉仕を啓蒙する。 

② 会報に適宜「職業奉仕に関するコラム」を

掲載。 

③ 職業奉仕月間 (２０２０年 1月) には、職

業奉仕に対するより一層の理解向上を図る

ために職場訪問例会(障がいのある方の雇

用促進施設)「中電ウイング」訪問を予定し

ている。 

2,地区補助金事業「ベトナム社会主義共和国 児

童就学率向上支援事業」への積極的な参画。 

3,ＩＭ実行委員会、ワールドフード＋ふれ愛フェ

スタ (WFF10/12.13) への参加協力。 

 

飯村理社会奉仕委員長 

1  毎年行っている  

津島市立図書館及び愛

西市中央図書館への図

書の寄贈。例年通りの

予算で先方の担当者と

お話ししながら 進め

ていくことになると思

います。 

2 職場や家庭での環境保全の意識向上について

も例年通りの計画で、具体的には、「3」のエ

コキャップ回収事業がこれに当たるのかなと

思います。 

3 例年通りペットボトルのふたを回収して、彩雲

館への寄贈をするものです。会員の皆様にもご

協力をお願いしたいと思います。 

4 ベトナム支援事業については、地区の補助金事

業として行います。具体的には、ベトナム北部

に位置するラオカイ省タリエン村というところ

にある幼稚園の修繕工事に要する資金を援助す

るものです。すでに工事に着手しており、10月

に現地にて行う完成式典に出席することが事業

の中心となります。日程が決まりしだい案内を

お出ししますので、なるべく多くの会員の方に

そうこういただければと思います。 

5 10月 12日、13日に行われます、ワールドフー

ド＋ふれ愛フェスタの件です。本年度は篠田さ

んが地区のガバナー補佐を務められる関係で、

津島ＲＣのブースを設置します。その準備やＷ

ＷＦ当日のお手伝いを行います。なお、昨年ま

で開催していた縁側茶会については、ベトナム

支援事業を行う関係で本年度は行いません。 

  

 

猪飼充利国際奉仕委員長 

1 国際交流 

・姉妹クラブ・台北 

滬尾ロータリークラブ

創立 14 周年記念式典

（2020 年 4 月）への参

加を奨励する（特に新

入会員や訪問経験 の

ない会員の参加を希望する） 

・姉妹クラブ・台北滬尾ロータリークラブと

の新たな共同事業を模索、研究する 

2 世界社会奉仕 

・ＲＩ事業に協力参加する。 

3 ＲＩ国際大会「ハワイ・ホノルル大会」 2020

年)への参加を奨励する。・海外ロータリーク

ラブへのメーキャップを奨励する 

4 海外での大規模な自然災害等の発生時に義

援金を募る窓口となる。 

5 地区補助金事業「ベトナム社会主義共和国 

児童就学率向上支援事業」への積極的な参画 

 

 
 

 

幅辰雄青少年奉仕委員長 

・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

業活動を推進支援する。 

・津島市、愛西市教育委

員会社会教育課の『祭り

を学ぶ』に協賛します。

また、天王子ども塾開催の『防災を学ぼう』は津

島ＲＣが主催者となり、小学生と学習および防災

マップ等の作成を行います。 

・津島東高校インターアクトクラブ活動に積極的

に参加し、助言を行い国内外の奉仕活動で指導力

が発揮できるクラブとなるよう育成を支援する。 

・次年度開催のインターアクト年次大会は津島東

高校がホストを務めます。 
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田中正明副会長 

鈴木吉男Ｓ．Ａ．Ａ． 

ソングリーダーの 

加藤則之君 

津島ＲＣも実行委員長と委員で大会の準備を進め

る。 

・地区補助金事業に積極的な参加とＷＦＦに委員

及びインターアクトクラブも参加協力をする。 

 

 

 

加藤則之ロータリー財団委員長 

1. 年次寄付目標額は、

会員一人 13,000円と

設定し、地区の R.財

団への年次寄付を推

進する。また、ポー

ル・ハリス・フェロ

ー３名の獲得を目標

にする。 

2. R.財団月間（11 月）には、財団の理解推進プ

ログラムを実施し（卓話担当）併せて本年度の

寄付者を表彰する。 

3. VTT（職業を持つ、若い人々のための国際交流

プログラム）地区財団委員会の派遣団員募集に

協力する。 

4. 地区補助金事業の窓口となる。本年度は、社会

奉仕委員会担当事業「ベトナム社会主義共和国 

児童就学率向上支援事業」で積極的な参画を目

指す。 

5. My Rotaryの登録と情報収拾の推進を計る。 

6.  IM 実行委員会、『ワールドフード+ふれ愛フ

ェスタ（WFF）』へ参加協力する。    

以上の事業を行なっていきます。皆様方のご協力

を宜しくお願い致します。 

 

 

三谷栄一米山奨学委員長 

1 普通寄付金、会員     

1人当たり 5,000円とす

る。 

2 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する。 

3 米山奨学生 何月琦（カゲツキ）さんが 2019

年 4月から 2021年 3月までの 2年間を充実した留

学生生活ができるよう手助けをする。 

4 米山奨学生 何月琦さんとロータリー会員と

積極的に交流して、国際交流・相互理解を深める。

5 米山月間に米山奨学生 何月琦さんに卓話を

お願いする。 

 

 

 

 

 
 

誕生日・結婚記念日祝福（7月） 
山本達彦親睦活動委員長 

 

伊藤彰浩君（ 9 日） 

伊藤雅昭君（15 日） 

篠田 廣君（20 日） 

野尻栄一君（22 日） 

伊藤哲朗君（26 日） 

 

夫 人   

水野憲雄夫人（ 2 日）  

伊藤哲朗夫人（ 2 日） 

伊藤  誠夫人（10 日）   

中野義光夫人（29 日）   

伊藤雅昭夫人 (30 日）  

前田昭生夫人（31 日）  

 

結婚記念日祝福 

篠田  廣君 （20 日）  

 

 
 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年間 

よろしく！！ 
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尾張分区親睦ゴルフ大会ご案内 

＊日程 2019年 10月 8日(火) 

＊場所 桑名カントリークラブ 

現在、各クラブに出席の要請に 

２人で案内に回っています。 

30組(120名)出席の予定です。 

皆さんのご協力をお願いいたします。 

実行委員長 高木輝和 

副委員長  三谷栄一 

7月 16日（水）に魚しまにて 

事務局の庄司麻里子さんの退職に伴う送別

会が和やかに催されました。 

 

 

 

2019-20年度ガバナー補佐挨拶 

篠田廣 2019-20年度ガバナー補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高木輝和分区親善ゴルフ大会実行委員会委員長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

第 30回ＩＡＣ年次大会 

7 月 15 日(月・海の日） 名古屋文理大学文化フ

ォーラムにおいて、稲沢ＲＣ提唱の愛知啓成高校ＩＡ

Ｃがホストとなり、第 30回ＩＡＣ年次大会が開催されま

した。 

伊藤幸蔵会長はじめ杦田幹事、幅辰雄青少年奉

仕委員長、伊藤哲朗委員、相羽あつ子地区インター

アク ト委員、滝川林一会長エレクト、堀田力男幹事

エレクトが出席しました。 オープニング、開会式の後、

全校8校の活動発表、海外派遣研修結団式などが活

発に行われました。 

来年度 2020－21 年度（2020 年 7 月）には、津島

東高校 ＩＡＣがホストをつとめることになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いよいよ来月から 

ガバナー補佐訪問が

始まります。 

皆さんよろしく！ 

皆さん 

ご協力を 

お願いします！ 

長年お世話に 

なりました。 
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次回例会 

第 3203 回 ’19 年 8 月 2 日（金） 

≪ガバナー補佐訪問≫ 

 

お知らせ 

 

■ＩＡＣ海外派遣出発式 

と き：7月 23日（火）8：00～ 

ところ：名古屋セントレア空港 

 

■休会 

  7月 26日（金）  定款８－１ 

 

■尾張津島天王祭（有志懇親会） 

と き：7月 27日（土）18：30～ 

ところ：天王川公園 桟敷席 

 

■クラブ協議会 

と き：8月 2日（金）13：30～ 

ところ：ツシマウール会館例会場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 18 日(木)、桑名カントリー倶楽部にて 10

人が参加しました。和気あいあいと対戦した結果、 

加東育郎君が見事優勝しました！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8月のメニュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8月例会変更 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

名古屋大須RC 8/1 木 名古屋東急ホテル 

名古屋栄 RC 8/5 月 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 9F 

尾西 RC 8/5 月 尾西信用金庫１階 

名古屋守山RC 8/21 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 

名古屋名駅RC 8/21 水 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

順位 氏  名 ｱｳﾄ ｲﾝ ﾄｰﾀﾙ HDCP ﾈｯﾄ 

優勝 加東育郎 48 42 90 17 73 

2 位 吉田康裕 43 47 90 12 78 

3 位 三谷栄一 52 45 97 17 80 

8月  2日（金） 焼き魚と刺身 

8月  9日（金）  未 定 

8月 23日（金）  未 定 

梅雨明けは 

もう まもなく・・・ 

     ですね！！ 

 

蓮見の会のハス 

かわいらしく 

咲いていました♪ 

 


