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本日の行事予定（2019 年 8 月 2 日） 

第 3203 回例会 

≪ガバナー補佐訪問≫ 

 

 
 

先回の記録（例会） 

第 3202 回 ’19 年 7 月 19 日（金）晴れ 

≪クラブアッセンブリⅡ≫ 

 

ストレッチ体操  吉田康裕君 
ロータリーソング  「奉仕の理想」 
ソングリーダー  猪飼充利君 
会 員 総 数  62名   6月 28日例会分訂正 
出席免除会員  19名   欠 席 会 員     10名 
本日出席会員  52名   MAKEUP会 員      5名 
本日の出席率 83.87％  訂 正出席 率   98.28％ 
超 過 出 席  
伊藤幸蔵君、杦田勝彦君、伊藤哲朗君、吉田康裕
君（津島市表敬訪問） 
 
 

 
 

会長挨拶 
伊藤幸蔵会長 

本日も、足元の悪

い中みなさんお元気

にご出席いただきま

して、大変ありがと

うございます。清須

ロータリーから江川

様には、地区大会の

ご案内にきていただいております。 

ようこそ、いらっしゃいました。全員登録をと

いうことですが。 

 

京都の事件。なんとも理不尽で凄惨な事件です

ね。朝からワイドショーは持ちきり、何が起こる

か分かりませんね。優秀な将来有望な若いアニメ

に関わる人が多く亡くなられたと言う事で、本当

に残念ですね。世の中には、変な関わっていかん

人がいますね。 

さて、雨の中の昨日のゴルフ。加東育郎君、優

勝おめでとうございます。今年度１回目と言う事

で、私もハンデキャップも戻ったし、また優勝を

狙っていたのに、行けなくて残念でした。なんで

行けなんだかと言うと選挙です。参議院選。選挙

の期日前投票の投票管理者という事で、市役所に

詰めとったわけです。これが、結構大変なんです。

朝 8時半から夜の 8時まで、なんと 11時間半です。

外にも出られません。「嫌ならやめやあいいが」

と高木さんや三谷さんによく言われますが、責任

感の強い私としては、そういうわけにもいきませ

ん。選挙管理委員というのは、各市町に 4人いる

んですが、2人がライオンズクラブの人で、今年

度会長のゴトウ医科器械の後藤さんとウメキトー

ヨー住器のサッシ屋さんの日比さんかな。それで、

ロータリアンもおらなかんだろということで、石

原要さんから頼まれたわけです。どういう人に頼

むのかというと、誰でもいいわけではありません。

「人が良くて、よう断らん人」ではなくて、学識

経験者というか、識者というか、まあ知識と教養

を兼ね揃え一般常識があり、どこへ出してもはず

かしくない人って感じですか。「選挙権を有する

者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な

識見を有するもの」だそうで、人の悪口ばっかり

言っている人にはできません。やはり、要さんも

人を見る目がありますね。過去には、服部昭三先

生や山内 志郎さんがやっておられました...。 

今回の参議院選挙は、本の将来を占う大切な選

挙にもかかわらず、立候補者の数は最低、投票率
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も過去最低と言われています。今度の日曜日、21

日が投票日ですが、期日前投票、市役所で夜８時

までやっていますので、是非お出かけください。

簡単です。 

 投票の啓蒙活動もしてるのです。そこで持って

きたものがこのポスターです。一番左の人、名前

は後藤楽々さんといいます。SKE48のメンバーで、

全国的にも AKBの総選挙では上位にランクアップ

されるアイドルだそうです。なんと後藤務さんの

お孫さんだそうで、まあ、アイドルというのは、

神秘的でベールに包まれているもので、ネットで

調べても、三和スクリーンは当然出てきませんし、

務さんも当然だけど出てこんわな、でも超お金持

ちのお嬢様で、アメリカンスクール英語が堪能で、

超頭が良くて、青山学院大。ゴルフの腕前が、85

なんて情報が出ていました。すごいね。 

インターアクトの年次大会が、月曜日、海の日

に稲沢でありました。朝から盛りだくさんのイベ

ントで、県下に 18のインターアクトクラブがある

んですが、それぞれの活動報告や、海外派遣の激

励会や、、、会の最後に、次年度の年次大会主催

のホストとして、津島ロータリークラブ会長とし

て挨拶してきました。どういう挨拶をしてきたか

というと「これから一年間を津島東高校インター

アクトクラブの皆さんと奉仕の精神と国際理解に

ついて実践するとともに、年次大会の準備をして

参りたく思います。皆さんたくさんのご参加をお

待ちしております。」って感じでした。これって

来年、津島がやらないといかんの？メッチャ大変

だが…東高校にインターアクトクラブ作った人誰

だ？に責任を取ってもらいたいものです。 

   これは、よほど東高校の校長先生や顧問の先生

にお願いして理解を得ないと大変です。部員もた

だ単にボランティア活動やイベントのお手伝いす

るだけでは、モチベーションは上がらんでしょう。

いかに楽しんでもらうか工夫しなければ、部員も

集まらんでこれは。ガバナー補佐だけでも大変な

のにどーするのって感じです。今日 夜、青少年奉

仕委員会がありますが、幅さんよろしくです。相

羽先生にも青少年奉仕で地区に出向していただい

ていますが、18年前は浅井賢次さんにインターア

クトの年次大会の実行委員長をやっていただきま

したが、今回は、住田さんにお願いしましたので、

ついさっき受けていただきました。安心ですね。 

  今日はクラブアッセンブリー２回目という事で、

主にクラブ奉仕委員会の委員長さん方からの発表

があります。小林クラブ奉仕委員長さま何卒よろ

しくお願いします。 

  津島祭、もうすぐです。多くのお客さまをお迎

えします。おもてなしもせなかんので、多くの方、

15000円の登録料は、心苦しいんですが、なんと

かお天気を良くしたいものです。 

よろしくお願します。 

 
 

幹事報告 
杦田勝彦幹事 

１. 本日は、2 回目の

クラブアッセンブリ

です。該当の委員長

の皆様よろしくお願

いします。ウィーク

リー掲載のための原

稿を出しておられな

い場合は、クラブ計画書のとおりとさせて頂き

ます。 

２. 本日、今年度の「クラブ計画書」を配布させ

て頂きました。また、最新の会員名簿がはさん

であります。 

３. 本日地区大会ＰＲのため清須ＲＣの 2019-20

年度地区大会実行委員長 江川泰彦君においで

いただいています。後程地区大会のＰＲをして

頂きます。 

４. 本日、天王子ども塾の御案内、何月琦さん歓

迎会の御案内を配布させていただきました。ま

た、8 月 2 日ガバナー補佐訪問後のクラブ協議

会の御案内を委員長及び入会 3 年未満の会員の

皆様に配布させて頂きました。 

５. 本日６時より魚しまにて青少年奉仕委員会が

開催されます。 

６. 7 月 23 日ＩＡＣ海外派遣の出発式が中部空港

で開催されます。相羽あつ子委員が出席されま

す。 

７. 7月 23日津島東高校にて第 41回ＩＡＣ例会が

開催されます。メーキャップ対象です。 

８. 7 月 26日午後 3時から地区会員増強セミナー

が名古屋国際センターにて開催されます。宇佐

美三郎会員増強委員長が出席されます。 

９. 7月 27日は尾張津島天王祭です。午後 6時 30

分より桟敷にて地区の方をお招きした懇親会が

開催されます。 

10. ７月 30 日第１回地区社会奉仕委員会が開催

されます。猪飼充利地区委員が出席されます。 

11. 地区補助金事業のベトナム訪問が 10 月 20 日

から予定されています。人数が足りませんので

皆様の御参加をお願いします。 

 
 

ニコボックス報告 第 3201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本日はクラブア

ッセンブリです。よろ

しく。②地区大会ＰＲ

訪問に 2019－20 年度
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地区大会実行委員長 江川泰彦君を迎えて。 

2019-20 地区大会実行委員会（江川泰彦君） そ

の他 

加東育郎君 ハンディーに恵まれてまた優勝して

しまいました。吉田幹事 1 年間よろしくお願いし

ます。 

浅井彦治君、浅井賢次君、飯村理君、猪飼充利君、

伊藤聖年君、稲川明俊君、小林啓子君、篠田廣君、

住田正幸君、寺島淳一君、山田勝弘君、山田公男

君 地区大会ＰＲ訪問に 2019－20 年度地区大会

実行委員長 江川泰彦君を迎えて。 

鈴木吉男君 会う人会う人「天王祭の天気はどう

ですか？」と言うのはやめてください。心が痛み

ます。あいにく来週には梅雨があけそうです。 

宇佐美三郎君 神谷先生にお世話になりました。 

杦田勝彦君 稲川先生にお世話になりました。 

余郷達也君 天王祭頑張りましょう。 

幅辰雄君 インターアクト年次大会に出席してい

ただきありがとうございます。 

伊藤幸蔵会長、杦田勝彦幹事 伊藤哲朗君、神谷

里明君、坂井裕君、野々山勝也君、野尻栄一君、

堀田正裕君、松本浩義君 中日 10 年ぶり 8連勝、

2位浮上 

坂井裕君、伊藤誠君、相羽あつ子君 その他 

 
 

クラブアッセンブリ 
小林啓子クラブ奉仕委員長 

今年度、クラブ奉仕委

員長を務めさせていた

だきます小林です。 

クラブ奉仕委員会は、

親睦活動、ロータリー情

報、会場、会員増強、ク

ラブ広報、ニコボックスの６つの委員会で構成さ

れています。私は頼りないですが、各クラブ委員

長がしっかりした方ばかりですので、ロータリア

ンの友愛と親睦を深め、クラブ運営を円滑に進め

るため、各委員会と理事会とのパイプ役を努め、

クラブの活性化を図れるよう努力いたします。 

10月にはワールドフードふれ愛フェスタ、来年

2月には IMがあります。楽しく充実したロータリ

ー活動が出来ますよう微力ではございますが努め

てまいりますので、皆様のクラブ行事への積極的

な参加とご協力をよろしくお願い致します。 

 

山本達彦親睦活動委員長 

クラブ計画書に記載

の委員とともに記載の

活動方針の様に活動し

ていく所存ですので、 

よろしくお願いいたします。 

特段申し上げるならば会員皆様への誕生日の

記念品、今年度は津島 R.C 会員お揃いのジャン

パーをお配りいたします。 

12 月 14 日（土）のクリスマス家族例会は長

年慣れ親しみお世話になりました「ホテル名古

屋キャッスル」では最後の開催になりますので、

会員の皆様のご参加を是非お待ちいたします。 

家族例会は例年の 5 月前後の開催から 3 月の

学校の春休み開催に変更いたしましたのでより

一層のご参加をお待ちいたします。 

伊藤会長の元、蕩けるような会員親睦を目指

します。 

 

浅井彦治ロータリー情報委員長 

ロータリー情報委員会

はロータリーの基礎と思

われる「ロータリーの定

義」に則り奉仕の理念や

運営のシステムを理解頂

けるように頑張って行き

たいと思います。 

また、ロータリーも大き

な変化が予想されます。今後の組織運営方針の

情報等も交えて、お伝え出来ればと思っており

ます。 

 

山田公男会場委員長 

1 例会会場内では引き

続き禁煙とします。 

2 例会に必要な会場設

営及び付帯設備を開会 30

分前には全て完了するよ

う努めます。 

3 例会に先立ち、会長・

幹事・Ｓ.Ａ.Ａ.及び各委員長と連携をとりスピー

ディーな進行ができるよう努めます。 

4 親睦活動委員会と協力して会員相互の親睦を

図ると共に、来訪されたゲスト・ビジターの方々

が打ち解けた気持ちで過ごしていただける例会運

営を心掛けます。 

5 新年初例会は有意義な例会とすべく計画立案

し実行します。 

6 次月例会食事メニューを Weeklyに掲載する。 

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。 

7 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。 

≪プログラム≫ 

1 地区行事、クラブ例会並びに年間行事を勘案し、

年間の卓話を組み、五大奉仕を具現化する計画を

立てます。 
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2 特別月間は関連委員会の担当とし特別月間と

してふさわしい行事を実施する。あまロータリー

クラブとの合同例会（ガバナー公式訪問時）を行

いロータリー情報の交換の集いとし親睦を深めま

す。（ガバナー公式訪問例会のホストクラブはあ

まＲＣが務める） 

3 新入会員及び卓話経験のない会員（前回の卓話

担当より長い期間を経過した会員）には優先的に

卓話を担当していただきます。 

4 卓話は会員自身によるスピーチを奨励すしま

す。 

 

宇佐美三郎会員増強委員長 

 

内容については 

クラブ計画書の通りで

す。 

 

 

 
 

大河内勝彦クラブ広報委員長 

<クラブ会報>について 

1. 原則として、毎例会

ごとに作成いたし

ますが、出張例会や

当会場以外で開催

の場合は次回例会

との合併号といた

します。 

2. 会報の内容は会員にとって必要な情報を掲載

するよう努めます。 

主には、例会の記録や報告。理事会や委員会

の報告。ゲスト及びビジターの報告・紹介。 

そして本年はガバナー補佐を輩出いたしてお

りますので、その関連記事の掲載。など 

3. 編集につきましては、親しみやすい内容に心

掛けることはもとより津島ロータリークラブ

の記録そのものと考え事務局に保管します。 

ただし広報紙作成に注力いただいた庄司さん

が退職されたことと、本年度当クラブは例年

にない多くの事業を推進することに伴い、事

務局の作業量が増加することも考慮し、掲載

内容を圧縮して重要事項を中心に掲載をして

まいります。 

<広報・資料>として 

1. 会報を通して、会員や地区内ロータリークラ

ブ、台北滬尾ロータリークラブへの活動報告

をします。 

2. 報道機関への情報提供と報道依頼を行う。 

3. 「ロータリーの友」を会員に配布し、また会

員の投稿を促しロータリークラブの活動及び

海部津島の街を広く知らせる。 

4. その他、必要に応じた広報活動と共に資料の

保管をする。 

 

伊藤誠ニコボックス委員長 

クラブ計画書にも記

載させて頂きました様

に、本年も昨年同様 270

万円を目標に会員の皆

様にご喜捨頂ける様に

メンバー6 名で頑張っ

て参りたいと思います。 

昨年度は最終的に三百数十万円の達成という事

で、余裕があるのではと言うご意見もあります。

しかし、本年度の発例会時の会員数は 62名。昨年

度の 67 名に対し－5 名のスタートとなりました。

また、ホーム例会回数も昨年より 4 回程度少なく

なる予定です。 

会員数・例会回数共に１割近くの減になります。

この数字を考えますとニコボックスへの投函が実

質約 80％程度になる可能性も考えられますので、

昨年度実績から比べても非常に厳しい状況でござ

います。 

 委員会メンバーも頑張ってお願いして参ります

ので、会員の皆様も「ニコボックス」の名の通り、

毎例会毎にニコニコとご喜捨頂ければと思います。 

 どうぞ一年間、ニコボックスをよろしくお願い

致します。 

 

佐藤敬治戦略特別委員長 

中・長期的にクラブがどう

あるべきか、どのような方向

に進むべきかを検討いたし

ます。この特別委員会も、一

昨年、昨年、本年と３年目に

入りました。指針を示すこと

ができればと思っています。 

 

 
 

2019-20地区大会案内訪問 

          

2019-20地区大会案内に 

実行委員長の江川泰彦君

（名古屋清須ＲＣ）が津島ＲＣを訪問されました。 
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田中正明副会長 

ソングリーダーの 

猪飼充利君 

 

ストレッチ体操 

吉田康裕君 

5年ごと出席 100％表彰 

＊25年 佐藤敬治君 

＊20年 服部 貴君 

＊15年 寺島淳一君 

＊10年 相羽あつ子君  横井知代君 

＊5年  堀田力男君   飯村 理君 

      杦田勝彦君 

たくさん集まった

エコキャップを彩雲

館に寄贈しました。 

尾張津島天王祭有志懇親会は、台風の

影響で悪天候の中、魚しまを会場に、近

隣のガバナー補佐、ロータリークラブ他、

皆さんをお招きし催し、有意義な時間を

過ごしました。懇親会の後、祭り会場

へ・・ 

田中正明副会長 

何月琦さんと友人の

向霄涵（シャンショウ

ハン）と篠田ガバナ

ー補佐でパチリ♪ 

 
令和弁当 

 

 
 

社会奉仕委員会 
飯村理社会奉仕委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

その他 

 

 

アテンダンスバッジ

を贈呈 

尾張津島天王祭 有志懇親会 

2019.07.27 （土） 18：30- 

  後藤務君の 

お孫さんが 

選挙啓発ポスター

に！ 

段ボール 4個分

ありました。さてキャ

ップはいくつかあっ

たでしょう？ 

なぬ・・ 

今日も元気だ。

昼飯が旨い！ 

公ちゃん 

また指名してね 
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第 3203 回例会 

                                                               

次回例会 

第 3203 回 ’19 年 8 月 9 日（金） 

≪津島東高校ＩＡＣ帰国報告≫ 

≪臨時総会≫ 

 

お知らせ 

 

■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 

 

■米山奨学生 何月琦さん 歓迎会 

と き：8月 8日（木）18：00～ 

ところ：プライベートダイニング「点」 

 

■休会 

  8月 16日（金）お盆のため（山の日の週） 

 

 ■事務局盆休み 

  8月 10日（金）～ 18日（日） 

 

朝祭（神輿還御祭）は  

前夜とは打って変わって、

晴天のもと 

絢爛豪華に神聖に行われ

ました。 

 

モンゴル米山学

友会主催の世界

米山大会に長田

一郎君が参加し

ました。 

 伊藤幸蔵会長 

ＩＡＣ海外派遣 

帰国式に出席の 

相羽あつ子君 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

8月のメニュー（続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8月例会変更 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 
 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

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 

8月  9日（金）  ミックスフライ定食 

8月 23日（金）  すき焼き 

8月 30日（金）  割子弁当 

人よりも羊が

多かったです

よ～ 

人口約 300万、羊約 7020万 

滞在中 最高気温 30℃ 

      最低気温 5℃ 

 

草原と砂漠の国 

疲れました・・ 稲守先生 

おかえりなさ～い！ 


