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本日の行事予定（2019 年 12 月 6 日） 

第 3216 回例会 

卓話担当：伊藤 基君 

演  題：津島市からでも天体観測 

 
 

先回の記録（例会） 

第 3215回 ’19年 11月 29日（金）晴れ 

卓話担当：安江正博君 

講  師：津島市立図書館長 園田俊介氏  

演  題：海部津島の伊勢湾台風 

     ～60 年前の水害を振り返る～ 

ロータリーソング  「それでこそロータリー」 

ソングリーダー  加藤則之君  

ストレッチ体操  吉田康裕君 

会 員 総 数  61名   11月 1日例会分訂正 
出席免除会員  12名   欠 席 会 員    15名 
本日出席会員  46名   MAKEUP会 員     8名 
本日の出席率 73.77％  訂 正出席 率   98.18％ 
超過出席者  
伊藤幸蔵君、田中正明君、杦田勝彦君、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、佐藤敬治君、滝川林一君、幅
辰雄君、堀田力男君、飯村理君、伊藤誠君、伊藤
哲朗君、加藤則之君、加藤隆朗君、鈴木吉男君、
宇佐美三郎君、山田公男君（理事会） 
伊藤幸蔵君、杦田勝彦君、佐藤敬治君、滝川林一
君、相羽あつ子君、幅辰雄君、堀田力男君（青少
年奉仕委員会） 
篠田廣君、浅井彦治君、田中正明君（ＩＭＰＲ訪
問（一宮中央ＲＣ）） 
伊藤幸蔵君、杦田勝彦君、篠田廣君、山田勝弘君
（一宮ＲＣ70周年記念式典） 
伊藤幸蔵君、篠田廣君、相羽あつ子君、幅辰雄君
（地区大会(11/9)） 
 

 

 
山田勝弘君、浅井彦治君、稲垣宏高君（ＩＭＰＲ
訪問（あまＲＣ）） 
篠田廣君、浅井彦治君、稲垣宏高君（ＩＭＰＲ訪
問（尾張中央ＲＣ）） 
伊藤幸蔵君、田中正明君、杦田勝彦君、篠田廣君、
山田勝弘君、浅井彦治君、稲垣宏高君（尾西ＲＣ
チャリティコンサート） 
伊藤幸蔵君、田中正明君、杦田勝彦君、浅井彦治
君、稲垣宏高君（ＩＭ現地調査） 
 

 
 

会長挨拶 
伊藤幸蔵会長 

今の時間は暖かくなりま

したが、今朝は各地で、今

シーズン最低気温となった

そうです。そんな中、本日

も元気に例会に出席いただ

きましてありがとうござい

ます。 

 先週ＲＣ例会が休みだっ

たので、水野先生のお陰で、グアムでゴルフ三昧、

楽しんできました。その間、G20の外相会議はあ 

るは、ローマ法王はくるは、で、日本の飛行場や

道路は規制で混雑するかと思いきやそうでもな

く、、一方で、グアムは入国出国とも超満員で、

韓国人が多いんですかね、並んでるだけでくたび

れる程でした。 

 暖かいところから一変、昨日はとても寒かった

ですが、グアムでの特訓のお陰か昨日のＲＣゴル

フでは水野先生は優勝するし、篠田先生は何と 7

番のロングホールでイーグルでした。おめでとう

ございました。安江先生は 2 位、完全復活された

ようです。今度は篠田先生と彦ちゃんと一緒の組

みでゆっくりと、、今日は卓話担当ですのでよろ
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しくお願いします。 

 さて、38年ぶりとなったローマ教皇の日本訪問。

世界に 13 億人の信者がいると言われるキリスト

教「カトリック」のトップであります。我がロー

タリー教団ではマローニーさんみたいなもんです

かね？フランシスコ教皇は 82歳だそうです。同じ

お元気な 82 歳でもＴさんとは、随分の違いです

ね。11月 23日に来日し、4日間の滞在中に各地を

精力的に回り、多くの日本人と触れ合い、その心

に温かな印象を残されました。1549年以来よく来

ることになった、宣教師ですが、日本に布教にや

ってきたフランシスコ・ザビエル、私のヘアスタ

イルがちょっと似ているそうですが、、フランシ

スコローマ法王は、そのフランシスコ・ザビエル

らが創設メンバーとなったイエズス会出身の初の

教皇であり、そのゆかりの地への運命的な訪問と

なったわけで、広島や長崎、東京など各地で 8 つ

のスピーチを行われました。教皇の来日、過密日

程だったが、長崎と広島を訪ね「核兵器のない世

界は可能であり、必要である。核兵器は安全保障

への脅威から私たちを守ってくれない」と訴えま

した。3 年半前になりますか、オバマ大統領が来

日、広島を訪ね「平和を祈り、核兵器のない世界」

を約束、ノーベル平和賞まで受賞したのに、世界

で最も核兵器を保持する国のお前が言うか、、、 

 今、ロータリークラブも、より良い世界に向け

て、貧困による飢餓、病気疾病、戦争暴力なくす

べく、いろんな取り組みをしています。人類はや

がてそれらを克服するのでしょうか？ 

イスラエルの歴史学者、ユヴァル・ノア・ハラリ

の言うように、人類はホモ・サピエンスからホモ・

デウス、神へと進化を遂げるんでしょうか？ 

キリスト教的にいうと私たちは神の御子でありま

す。父なる神ですから、いづれは、成長したら神

になるんですかね。神の子は神になります。蛙の

子は蛙になるわけで、、。 

 さて、今日 11月 29日は、いい肉の日でありま

す。群馬県ではすき焼きの日だそうです。今日の

昼食はスキヤキです。朝日寿しのキミちゃんがそ

こまで気を遣ってくれたとも思えませんが、、い

つも美味しい料理をありがとうございます。 

 今日の講師の先生は、図書館の館長の園田さん

です。伊勢湾台風のお話をして頂けるようです。

どうぞよろしくお願いします。 

 
 

幹事報告 
杦田勝彦幹事 

１ 米山記念奨学会より、感謝状が届きました。

功労者は小林啓子君です。後ほど三谷栄一米山奨

学委員長より贈呈していただきます。 

２ 本日、午後 4 時からイ

ンターアクトクラブ例会が

津島東高校で開かれます。

メーキャップ対象です。 

３ 本日、午後 6 時からパ

スト会長会議が魚しまにて

開催されます。 

４ 次回 12月 6日（金）の

例会後、理事会を開催しま

すので、該当の方は御出席をお願いします。ま

た、12月 6日の例会前に持ち回り理事会を開催

し、次年度役員を決定させて頂きますので、御

協力の程よろしくお願いします。 

５  本日の回覧資料は「滬尾ＲＣの weekly」

と「The Rotarian」 です。 

６ 配布資料 

⚫ 「新年初例会並び新年懇親会のお知らせ」 

⚫ 2020年ホノルル国際大会、2760ゴルフ大会㏌ホ

ノルルのご案内 

 

ニコボックス報告 第 3215回分 

ニコボックス委員会 浅井賢次君 

伊藤幸蔵会長、田中正明副会

長、杦田勝彦幹事 ①安江正

博君、本日の卓話よろしくお

願いします。②本日の卓話講

師に津島市立図書館館長の園

田俊介氏をお迎えして 

浅井賢次君、伊藤聖年君、伊

藤哲朗君、伊藤基君、神谷里

明君、加藤則之君、加東育郎君、佐藤敬治君、

鈴木吉男君、寺島淳一君、長田一郎君、野々山

勝也君、山田勝弘君、山田公男君、吉田康裕

君、余郷達也君 本日の卓話講師に津島市立図

書館館長の園田俊介氏をお迎えして 

伊藤幸蔵君、田中正明副会長、杦田勝彦幹事、

山本達彦委員長、余郷達也副委員長、野々山勝

也君、吉田康裕君（親睦活動委員会）クリスマ

ス家族例会の試食をしてきました。  

浅井彦治君 学校保健の関係で文部科学大臣賞

を 11月 21日に大宮市でいただきました。 

高木輝和君 篠田先生のイーグル賞を祝して。

写真をたくさん載せていただきまして。 

安江正博君 卓話の講師に津島市立図書館館長

の園田俊介氏をお迎えして。よろしくお願いいた

します。 

水野憲雄君 久しぶりにロータリーゴルフ優勝

させていただきました。ありがとう。グアムのレ

ッスンの成果かも。 
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伊藤幸蔵会長 チョット・イイコト・アリマシタ 

篠田廣君 ロータリーゴルフでイーグルを取り

ました。 

幅辰雄君 水野さん、ゴルフ優勝おめでとうご

ざいます。 

坂井裕君 小林先生に家内がお世話になりました 

稲垣宏高君 その他 

 
卓 話 

卓話担当：安江正博君 

講  師：津島市立図書館 

館長 園田 俊介 氏  

演  題：海部津島の伊勢湾台風 

     ～60 年前の水害を振り返る～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告・その他 

■ 米山功労者感謝状贈呈   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 2020 年ロータリー国際大会 

（米国・ホノルル）登録のご案内 

猪飼充利国際奉仕委員長 
 

 

 

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会から米山功

労者として、小林啓子君が感謝状を贈呈されました。 

倒壊した津島神社南門 

今から60 年前の昭和34 年(1959)9 月26 日夜

半、伊勢湾台風は930 ㍊という極度の低気圧を保っ

たまま上陸。暴風による建物被害が相継いだ。 

午後11 時頃、異常な高潮により鍋田川堤防および

弥富・飛島の海岸堤防が次々決壊。 

27 日には海部地域の大部分で浸水が始まり、甚大

な被害をもたらした。 

・伊勢湾台風前の海岸・河川堤防 

伊勢湾岸では、明治後期から人造石による海岸・河

川の護岸工事が始まり強度が飛躍的に増す。 

ただし、昭和19年(1944)の東南海地震、昭和20年の

三河地震、昭和21年の南海地震により、海部南部堤

防の劣化と地盤沈下が顕著となる。  

※鍋田川堤防→ 昭和31年度より補修(かさ上げな

し)を開始。 

・伊勢湾台風前の暴風被害 

9月 26日午後 9時頃、名古屋では 958㍊の低気圧

と約 40ｍの暴風を記録し高潮を誘発。 

津島ロータリークラブ「水難の碑」 

～むすびにかえて～ 

近年、来るべき東南海地震に備え、防災啓発

や対策が盛んに講じられている。海部地域は堤

防と排水機で保たれる自然排水不可能な土地で

ある以上、巨大台風の直撃や地震に伴う堤防の

決壊（液状化・津波等）や排水機の状態に警戒

しなければならない。 

希望者は早め

の登録をお願

いします！ 

販売舟(津島市) 
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次回例会 

≪クリスマス家族例会≫ 

第 3217回 12月 13日（金）   

       

→12月 14 日（土） 

時間：17：00-19：00 

場所：ホテル名古屋キャッスル 

       ２Ｆ「青雲の間」 

 

次々回例会 

第 3218 回 12 月 20 日（金） 

卓話担当：鈴木吉男君 

演  題：ロータリーあれこれ 

お知らせ 

 

■役員・理事・委員長会議忘年会 

 と き：12月 17日（火）18：00～ 

 ところ：元海（蟹江町本町） 

 

■第 3219回上期納会 

 12月 27日（金）12：30～ 

 ※寿しパックですので欠席の方は 12月 20日 

までに事務局へご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

■ 新年初例会並びに新年懇親会   

山田公男会場委員長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幅辰雄青少年奉仕委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ HDCP ﾈｯﾄ 

優勝 水野憲雄 44 43 87 15 72 

2 位 安江正博 49 45 94 20 74 

3 位 吉田康裕 43 42 85  9 76 

津島東高校ＩＡＣ例会 

ゴルフ会 11月例会 

田中正明副会長 

司会の山田公男

会場委員長 

11月 28日（木）寒空の中、桑名ＣＣで 10名が

楽しみました。優勝は水野 憲雄君です。 

おめでとうございます！ 
 

11月 29日（金）に津島東高校で開催され、

津島ＲＣ６名の会員が出席しました。生徒たち

の発表を聞き、意見交換をしました。 

司会も楽し

んでます♪ 

ストレッチ体操 

吉田康裕君 
ソングリーダーの 

加藤則之君 


