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本日の行事予定（2019 年 12 月 20 日） 

第 3218 回例会 

卓話担当：鈴木吉男君 

演  題：ロータリーあれこれ 

 
 

先々回の記録（例会） 

第 3216回 ’19年 12月 6日（金）晴れ 

卓話担当：伊藤 基君 

演  題：津島市からでも天体観測 

ロータリーソング  「四つのテスト」 

ソングリーダー  片岡鉄君  

会 員 総 数  61名   11月 8日例会分訂正 
出席免除会員  13名   欠 席 会 員    17名 
本日出席会員  45名   MAKEUP会 員    14名 
本日の出席率 73.77％  訂 正出席 率   98.31％ 
超過出席者  
伊藤幸蔵君、田中正明君、杦田勝彦君、山本達彦
君、野々山勝也君、吉田康裕君（クリスマス家族
例会試食会） 
篠田廣君、浅井彦治君、田中正明君（ＩＭＰＲ訪
問（名古屋清州ＲＣ）） 
猪飼充利君（地区社会奉仕委員会） 
浅井彦治君（地区補助金委員会） 

 
 

会長挨拶 
伊藤幸蔵会長 

我々ロータリークラブ

も世界からポリオが無く

なるまでに、あと少しと

がんばっておるんです

が、ハンセン病撲滅に取

り組んでこられたのが、

中村哲医師(73)です。ま

た、アフガニスタンで長 

 

年にわたって人道支援に取り組んでいる「ペシャ

ワール会」の現地代表であります。彼が、銃撃さ

れ、凶弾に倒れてしまいました。現地では「神様

のように慕われていた」と言う事で、医療の枠を

超えて、井戸、用水、畑地灌漑施設。紛争地の地

域経済自立をめざした人。そんな人、紛争地の地

域経済自立をつぶそうとする勢力って、水面下で

はどんな極悪スポンサーに支えられているんだろ

う？武器商人ですかね？言語道断ですね。 

我がロータリーにも(7？歳)医師、人生を賭けて

外国人を支援をしている先生もおみえになります

が、、、 

 今日はあまロータリーの鈴村さんにもお越し頂

いております。あまクラブと一緒に行ったベトナ

ムの幼稚園への支援。中越国境の山また山の中と

は言うものの、中村さんのアフガニスタンでの取

り組みに比べたら、あまりにささやか、物見遊山

の観光旅行ですな。でも、津島ロータリーのやっ

た支援、一過性ではありますが、できる範囲でと

いうことで、大切な事ですね。 

 今日は津島、愛西の両図書館長様にも来て頂い

ております。こうやって本を贈ったり地域に役に

立つことも大事ですし。世界平和にもロータリー

アンとしても少しでも貢献せなかんし、忙しい思

いですね。我々ロータリークラブも世界からポリ

オが無くなるまでに、あと少しとがんばっておる

んですが、ハンセン病撲滅に取り組んでこられた

のが、中村哲医師(73)です。また、アフガニスタ

ンで長年にわたって人道支援に取り組んでいる

「ペシャワール会」の現地代表であります。彼

が、銃撃され、凶弾に倒れてしまいました。現地

では「神様のように慕われていた」と言う事で、

医療の枠を超えて、井戸、用水、畑地灌漑施設。

紛争地の地域経済自立をめざした人。そんな人、

紛争地の地域経済自立をつぶそうとする勢力っ
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て、水面下ではどんな極悪スポンサーに支えられ

ているんだろう？武器商人ですかね？言語道断で

すね。 

我がロータリーにも(7？歳)医師、人生を賭けて

外国人を支援をしている先生もおみえになります

が、、、 

 今日はあまロータリーの鈴村さんにもお越し頂

いております。あまクラブと一緒に行ったベトナ

ムの幼稚園への支援。中越国境の山また山の中と

は言うものの、中村さんのアフガニスタンでの取

り組みに比べたら、あまりにささやか、物見遊山

の観光旅行ですな。でも、津島ロータリーのやっ

た支援、一過性ではありますが、できる範囲でと

いうことで、大切な事ですね。 

 今日は津島、愛西の両図書館長様にも来て頂い

ております。こうやって本を贈ったり地域に役に

立つことも大事ですし。世界平和にもロータリー

アンとしても少しでも貢献せなかんし、忙しい思

いですね。 

 
 

幹事報告 
杦田勝彦幹事 

１. 12 月 7 日（土）午後 4

時から名鉄グランドホテ

ルにて第 1回ガバナー補佐

会議が開催されます。篠田

廣ガバナー補佐、山田勝弘

分区幹事が出席されます。 

２. 次回 12 月 13 日例会は

翌 12月 14日のクリスマス

家族例会に変更になりま

す。 

午後 5時からナゴヤキャッスルにて開催しますの

でよろしくお願いします。 

３. 本日例会終了後理事会を開催しますので該当

の方は御出席下さい。 

４. 本日の回覧資料は「財団 NEWS」です。 

５. 配付資料 

⚫ 年次総会資料（次年度役員の件） 

⚫ 上記納会のご案内 

⚫ 西尾張分区 IM 開催のご案内及び例会変更のお

知らせと協力のお願い 

⚫ ロータリーの友 12月号 

６. 沖縄首里城火災支援金のお願いがガバナー事

務所よりきています。 

 

ニコボックス報告 第 3216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本日のゲストに津島市立図書館の園田俊介館

長、愛西中央図書館の飯谷貞次館長、米山奨学生

の何月琦さんをお迎えして

②伊藤基君、本日の卓話よ

ろしくお願いします。 

浅井彦治君、伊藤聖年

君、伊藤誠君、稲川明俊

君、神谷里明君、加藤隆

朗君、加東育郎君、鈴木

吉男君、長田一郎君、野々山勝也君、野尻栄一

君、幅辰雄君、山本達彦君 本日のゲストに津

島市立図書館の園田俊介館長、愛西中央図書館の

飯谷貞次館長、米山奨学生の何月琦さんをお迎え

して 

鈴村與左衛門君（あまＲＣ副会長）ベトナムあ

りがとうございました。 

伊藤基君 本日卓話を担当します。 

堀田正裕君 大嘗宮を見学して来ました。 

坂井裕君 今月もゴルフ休みます。 

小林啓子君 写真が載りました。 

浅井賢次君 先週伊藤哲朗君ニコボックス投函

なるも発表できず申し訳ありませんでした。 

飯村理君 先週は無断欠席しました。すみませ

ん。 

寺島淳一君、河西あつ子君 その他 

 

 
 

卓 話 

卓話担当：伊藤 基君 

演  題：津島市からでも天体観測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これ(右上写真)が天体観測に使う機材です。天体写

真撮影⽤にオプションの機器がプラスアルファーされ

ていますが、総重量80kg ほどの機材を持って写真を撮

りに⾏っています。よく晴れた⽉明かりの無い⽇に限

られますので、撮影チャンスはそれほど多くはありま

せん。また外灯の無い真っ暗な場所ほど撮影条件が良

くなるため、暗闇の恐怖と戦いながらの撮影、僕は次

男に付き合ってもらい２⼈で出かけますが、たまに現

場で⾒かける他の天体ファンは、独りっきり撮ってい

る⽅も多く、尊敬するばかりです。 
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誕生日・結婚記念日祝福（12月） 

山本達彦親睦活動委員長 

稲垣宏高君（ 1日） 

長田一郎君（ 1日） 

三谷栄一君（13日） 

伊藤幸蔵君（16日） 

夫 人 

片岡 鉄夫人（1日） 

浅井彦治夫人（22日） 

安江正博夫人（23日） 

 結婚記念日祝福 

加籐則之君（ 5日） 

堀田力男君（ 8日） 

片岡 鉄君（ 8日） 

神谷里明君（11日） 

梶浦興蔵君（18日） 

小林啓子君（25日） 

 

委員会報告・その他 

 

 

 

飯村理社会奉仕委員長 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 米山奨学生 何月琦さんへ奨学金の授与  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津島市立図書館へ版画「津嶋神社祭禮図」等

8点及び愛西市中央図書館へ地理「立田村土

地宝典」等 4点を寄贈しました。 

 

 

 

た・。 

遠征して撮った星空 

（右、下写真）   

図書寄贈式 

ベトナムのお礼の挨拶される 

鈴村與左衛門あまＲＣ副会長 

特殊なフィルターを使っ

て津島市から撮った星空 

（右写真 ばら星雲） 

天体望遠鏡で撮影を

している時の様⼦ 

（左写真） 

ＩＭご協力を 

お願いします！ 

津島市立図書館 園田俊介館長と会長 

愛西市中央図書館 飯谷貞次館長と会長 

津嶋神社祭禮図（左）と立田村土地宝典（右） 

浅井彦治西尾張分区ＩＭ実行委員長 

アンドロメダ大銀河   

プレアデス星団   
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お知らせ 

■津島ＲＣ事務局年末年始休暇 

 12月 28日（土）～1月 5日（日） 

 ※この間の急用は杦田幹事にご連絡ください。 

 

 

先回の記録（例会） 

第 3217回 ’19年 12月 14日（土）晴れ 

≪クリスマス家族例会≫ 

時間：17：00～19：00 

場所：ホテルナゴヤキャッスル 

2Ｆ「青雲の間」 

ロータリーソング  「津島ロータリークラブの歌」 

       「手に手つないで」 

ソングリーダー  杦田勝彦君  

       余郷達彦君 

ｹﾞ  ｽ  ﾄ 津島市長   日比 一昭氏 

       同   夫人 日比みどりさん 

会 員 総 数  61名   11月 15日例会分訂正 
出席免除会員  11名   欠 席 会 員    15名 
本日出席会員  46名   MAKEUP会 員    11名 
本日の出席率 68.86％  訂 正出席 率   95.00％ 
超過出席者  
篠田廣君、浅井彦治君、田中正明君（ＩＭ ＰＲ
訪問（稲沢ＲＣ）） 
杦田勝彦君、佐藤敬治君、相羽あつ子君、幅辰雄
君、服部貴君（ＩＡＣ例会） 
伊藤幸蔵君、山田勝弘君、浅井彦治君、杦田勝彦
君、篠田廣君、三谷栄一君、佐藤敬治君、矢田潔
君、浅井賢治君、堀田力男君、鈴木吉男君（パス
ト会長会議） 

 
 

ニコボックス報告 第 3217回分 

浅井賢次ニコボックス委員 

 

伊藤幸蔵会

長、田中正明

副会長、杦田

勝彦幹事、飯

村理君、伊藤

哲朗君、伊藤

基君、宇佐美三郎君、神谷里明君、篠田廣君、

高木輝和君、滝川林一君、野々山勝也君、安江

正博君、山本達彦君、吉田康裕君、余郷達也君 

ＭｅｒｒｙＣｒｉｓｔｍａｓ 

伊藤哲朗君、神谷里明君、加東育郎君、佐藤敬

治君、坂井裕君、長田一郎君、堀田力男君、堀

田正裕君、山田勝弘君 親睦活動委員会の皆さ

ん、「楽しいクリスマス家族例会の開催」ありが

とうございます。 

浅井賢次君 50年の表彰を受けました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会 

第 3219 回 12 月 27 日（金） 

≪上期納会≫ 

※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。 

 

さんかく座銀河 

網状星雲 

 

⾺頭星雲 

星空フォト 


