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第 3233 回 ’20 年 6 月 19 日（金）晴れ 

≪納会≫ 

 

ゲスト 入会予定者  

(有)三晃化成  大野則男氏 

 

本日の次第 

⚫ ストレッチ 
⚫ 開会・点鐘  
⚫ ロータリーソング 
⚫ ゲスト並びにビジター紹介 
⚫ 会長挨拶 
⚫ 出席報告 
⚫ 幹事報告 
⚫ ニコボックス報告 
⚫ ゴルフ部会 会長賞の贈呈 
⚫ 委員会報告 
⚫ 懇親会 

 
出席報告 

会 員 総 数  58名   5月 29日例会分訂正 
出席免除会員  18名   欠 席 会 員   0名 
本日出席会員  53名   MAKEUP会 員   0名 
本日の出席率91.38％   訂 正出席 率   100％ 
超 過出席 者 浅井彦治君、佐藤敬治君、伊藤聖年
君、柴尾孝弘君、加東育郎君、杦田勝彦君（ロー
タリー情報委員会） 

親睦活動委員 6月担当 後藤亨
 

幹事報告  

⚫ 本日は納会です。1 年間ありがとうございま

した。 

⚫ 次週 6月 24日(金)は休会です。事務局もお

休みです。 

 

 

⚫ 次回は 7月 3日（金）新年度の初例会になり

ます。 

⚫ 本日入会予定者の大野則男さんにゲストとし

て出席頂いております。次回 7月 3日（金）

に大野則男さんの入会式を行なう予定です。 

⚫ 回覧物  ・ハイライトよねやま 

⚫ 配布物  ・次年度卓話担当表 

     ・地区補助金事業打合せの案内 

次回例会までの行事(6/19～7/3) 

・6/19(金)18：00～ 朝日寿し 

2019-20年度役員理事委員長会議 

 

※幹事報告に訂正・追加がございましたら次回

weeklyにてご報告いたします。 

幹事 杦田勝彦 

 
先回の記録（例会） 

第 3232回 ’20年 6月 12日（金）晴れ 

 

会長挨拶 
伊藤幸蔵会長 

いよいよ次年度も始まると

言うことで、火曜日に津島市

役所 へ、本日 愛西市へ次

年度の会長幹事と 1年間のお

礼とよろしくと、挨拶に行っ

てきました。日永さんによる

と、愛西市ではコロナの感染者は 1人も出てない

し、安全だで、地元で経済の活性化の為に、夜飲

みに出歩いてちょうだい。だって。ホントそうで

すね。 

 愛知県の田舎では関係ないかもしれませんが、

東京アラートが解除されました。昨日は 20人

を超えてたものの、数値的に全てクリアというこ
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とで、ステップ 3の段階だそうです。経済活動も

元に戻っていくんでしょうか？自粛から自衛と言

うことで、自ら勝手に守りなさい、自己責任でや

ってちょうだい。 

 梅雨時で、お天気が心配ではありますが、ロー

タリーのゴルフ会も来週あります。幹事の吉田君

よろしくお願いします。今日は一年間の総括、ク

ラブアッセンブリーということで、委員長の皆

様、よろしくお願いします。あと、次年度会長セ

ミナーの記事が、今日の中部経済新聞に載ってい

ましたので、紹介します。 

 

ニコボックス報告 第 3231回分 

伊藤幸蔵会長、田中正明副会

長、杦田勝彦幹 

本日はクラブアッセンブリで

す。委員長の皆さんよろしくお

願いします。 

伊藤幸蔵会長、相羽あつ子君、浅井彦治君、浅

井賢次君、飯村理君、猪飼充利君、伊藤哲朗

君、伊藤聖年君、稲川明俊君、宇佐美三郎君、

大河内勝彦君、片岡鉄君、加藤則之君、加東育

郎君、神谷里明君、小林啓子君、坂井裕君、高

木輝和君、長田一郎君、野々山勝也君、幅辰雄

君、堀田正裕君、矢田潔君、山田勝弘君、山田

公男君、余郷達也君 

今期も今日を含め 2回 来季に向けガンバリまし

ょう 

伊藤雅昭君 宮司さんから御札をいただきまし

た。 

河西あつ子様 その他 

 
委員会報告・その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブアッセンブリ 
 

加藤隆朗職業奉仕委員長 

毎月第一例会のロータリ―ソン

グとして「四つ 

テスト」を会場委員会のご協力

のもと継続しました。 

職場訪問例会は中部電力の特定子

会社である「中電ウイング」を訪問しました。印

刷課、商事課、園芸課等からなり、障がいのある

方々が生きがいと誇りを持って生き生きと就労さ

れていました。 

IMでは式典部会として協力させていただきまし

た。 

 
飯村理社会奉仕委員長 

社会奉仕委員会の委員長を務め

ます飯村です。社会奉仕委員会

の活動について、クラブ計画書

に基づいてお話しします。 

1. 津島市立図書館及び愛西市中央図書館への図

書の寄贈ですが、例年通り両図書館長からの

要請に基づき購入した図書を１２月６日の例

会で贈呈いたしました。 

２．環境保全活動の一環として、例年どおりです

が、収集したペットボトルのふたを、７月１９日

の例会終了後、彩雲館へ寄贈いたしました。 

３．ベトナム支援事業については、今年度の社会

奉仕事業のメインとなる活動でした。地区の補助

金とクラブからの拠出金の合計１４０万円で、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

援助いたしました。１０月２１日の完成式典に伊

藤会長を含む会員６名で出席しました。 

４．１０月１２日、１３日に行われる予定でした

ワールドフード＋ふれ愛フェスタの件ですが、台

風の接近で急遽中止となりました。 

５．急遽決まった事業でしたが、あま RCとの共

同事業として、津島市民病院・海南病院、あま市

民病院の３カ所に、医療用フェイスシールドとマ

スクの寄贈をおこない、５月１９日の例会におい

て、贈呈式を行いました。 

１年間を振り返ってみると、やはりベトナムへ

行ったことが大変な思い出になりました。また、

新型コロナウイルスが猛威を振るう中、医療従事

者に対する支援事業を行えたのが大変よかったと

思いました。

 

地区から依頼がありました。 

『ロータリーの友』誌に投稿を

お願いします。 

中止としておりました。 

今年度のゴルフ部会打上を

6/18(木)開催いたします。 

ふるってご参加ください。 
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猪飼充利国際奉仕委員長 

 4月に予定しておりました。台

北滬尾 RCの周年記念例会は、コ

ロナウイルスの関係で中止にな

り残念です。 

地区補助金事業としまして、

ベトナム社会主義共和国 ラオ

カイ省タリエン村にある幼稚園に新たに台所とト

イレを設置、又、教室の屋根は雨漏りし窓やドア

からは、すきま風が入るため故障箇所を修理する

支援を行いました。 

完成式典に津島 RCから 6名が出席し、地域住

民との交流を図り児童並びに職員、現地の皆様に

に喜んでいただきました。 

 
幅 辰雄青少年奉仕委員長 

下期は、１月と２月は津島東高

校で例会を行いましたが、新型コ

ロナウィルスの感染拡大と緊急事

態宣言の発令により学校も休校に

なり例会の開催も出来ませんでし

た。今後の例会は３密の予防を実行し例会開催に

向け、津島東高校の顧問と協議しました。 

その他、地区開催の第２８回ＲＹＬＡセミナー

と第３３回インターアクトクラブ海外派遣研修も

中止となり活動の自粛になりました。 

インターアクト年次大会も津島東高校の校長、

顧問と開催に向け数度の打合せと、会場視察を行

うも５月中旬に大会の中止が決まりました。次回

のインターアクト年次大会は、２０２１年７月に

津島東高校インターアクトクラブはホストで津島

ＲＣが指導と支援を行う。津島ＲＣも実行委員会

と各委員会で大会の準備を進める。 

 
加藤則之ロータリー財団委員長 

本年度の年次寄付目標を会員一人

13,000円と設定し、そのために

も、ポール・ハリス・フェロー３

名を目標にしていましたが、結果

として２名の方に、1,000ドル寄

付をお願いできました。  

 ロータリー財団月間の１１月には、地区補助金

委員会に出向いただいています、浅井彦治委員に

『ロータリー財団の多様性について』と題し卓話

をしてもらい、（R.財団の事業が、地域にインパ

クトがある形で喜ばれることが、財団の目的であ

る、地域での多様性を受け入れて、『世界で良い

ことをしよう。』に繋がっていくことになると

の、大変有意義な内容でした。 

 
三谷栄一米山奨学委員長 

米山奨学生何月琦さんは、当ク

ラブが 2年間お世話いたしま

す。上期は、様々な会議、行事

があり出席しましたが、下期は

コロナの影響で IMを除いてす

べて中止になりました。次年度は最後の１年間で

すので、会員の皆様には何月琦さんのお世話よろ

しくお願いします。また、米山功労者に小林 啓

子さんにお願いすることができました。ありがと

うございました。来年度も会員の皆様には米山功

労者に協力お願いします。 

 
佐藤敬冶戦略特別委員長 

非常時におけるロータリー活動

について 

●非常時における例会、行事、

事業活動等においては、会長が

理事会（持回り理事会含む）を

招集し、その開催可否を諮る。 

●理事会は月に 1回は開催すべきである。 

●正副会長幹事（3役）の意思決定を重視。 

●ウエブ例会の活用 

●連絡方法の確立（メール、FAX,LINE等） 

●例会回数減の検討（賛否両論） 

 
小林啓子クラブ奉仕委員長 

 今年はコロナの為、特別な年

度になってしまいました。次年

度は通常のロータリークラブに

戻れるといいなと思っていま

す。一年間有難うございます。 

 
山本達彦親睦活動委員長 

会員間の親睦の深まりを目指

して活動してまいりましたが、

会員皆様のご協力のおかげをも

ちまして無事一年の任期を終え

られそうでございます。有難う

ございました。 

今年度は会員ご本人様の誕生日のお祝い品とし

て津島ロータリークラブとしてのお揃いのジャン

パーをこしらえ、お配りいたしました。 
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皆様と一緒にジャンパーを着ていざ、WWFへとい

う目論見は台風 18号とともに頓挫いたしまし

た。が、IMでのホスト役のしるしとしていらし

たお客様に好評であったと聞きうれしく思いま

す。 

12月のクリスマス家族例会では長年親しんだ

キャッスルホテルでの最後の開催となりました

が、会員の皆様には楽しんでいただけたと思って

います。また 3月の春休みに例年の開催時期をず

らして予定しておりました家族例会はコロナウィ

ルスとともにこれもまた頓挫いたしました。次年

度からは NEW  NORMAL な親睦活動に勤しんで

いただきたい。 

 
浅井彦治ロータリー情報委長 

1.入会３年未満のメンバーにロ

ータリーの理解を深めて頂く為

に”これだけは知っておきたい

「ロータリーの基礎」”を配布

する。 

2.ＣＯＶＩＴ－１９の問題からスケジュー

ル調整が難しく例会終了後に実施した。 

3.ＭＹ ＲＯＴＡＲＹの登録を勧めた。 

 
山田公男会場委員長 

 クラブの皆様、事務局に協力し

て頂き「クラブ計画書」通り出来

なかった事も多々ありましたが一

年間の責務を全う出来そうです。 

 本年度は「IM」と言う大きな行

事がございました。式典の部の司会など委員会と

して携わらせて頂き、大変貴重な経験が出来嬉し

く思います。 

 横井先生にはピアノ演奏、本当にありがとうご

ざいました。 

 ひとつ残念な事は、委員会メンバーの八谷順一

君がご逝去された事を悔しく思います。 

一年間 本当にありがとうございました。 

 
宇佐美三郎会員増強委員長 

今年度は純増 3 名と目標に掲げまし

たが、期首は 62 名でスタートして、物

故者 2 名、退会者 4 名、入会者 2 名

となり、現在 58名ということで大変申し

訳ないと思っております。3 月からコロ

ナウイルス拡大予防の為に、例会も開

催できない状況になり会員増強活動に苦戦しておりまし

たが、来週には入会予定者をゲストに迎え次年度初例

会で入会の運びとなりました。 

 
大河内勝彦クラブ広報委員長 

当委員会に於いて今期は、庄司

さんの退職に始まり、山田さん

の入退社、そして新型コロナウ

ィルスにより休会、と目まぐる

しい一年でありましたが、ここ

まで来られたのも偏に委員会メ

ンバーの皆さんの協力をはじめ、特に事務局の佐

藤さんのお陰と大変感謝を致しております。 

委員会事業に付きましては、Weeklyの「内容刷

新フォーマット」の作成は事務局の協力の上で何

とか形になってまいりました。 

10月はあまロータリーと共催でベトナムへ幼稚

園の施設補助事業に参加取材を行い IM記念誌に

紹介でました。 

その IMでは、式典・懇親会の動画を作成し、実

行委員会作成の記念誌へ QRコードの掲載によ

り、YOUTUBEで閲覧できるようにいたしました。 

また、新聞各社、クローバーテレビへの取材要請

をし、過日の「地域を代表する医療機関へのフェ

イスシールド＆マスクの贈呈式」の放映も受ける

ことが出来ました。 

しかし、私の力不足により「ロータリーの友」へ

の投稿は叶いませんでした。 

 
加東育郎ニコボックス副委員長 

上期は何とか目標を超え、下期も

ガンバローと思っていましたとこ

ろ、思いもかけない新型コロナウ

イルスの蔓延、そして、感染拡大

防止のため密集を避けるという観

点から事業はもとより例会も中止

という事態になり、残念ながら目標達成はできま

せんでした。 

しかし、メンバーの皆様の元気なお顔が見れない

というのは、寂しいものです。いち早く終息し

て、安心して楽しい例会が開催できることを願う

ばかりです。 

ハプニングにとんだ１年ではございましたが、皆

様にはご協力頂きましたこと感謝申し上げます。 

 
幹事報告の訂正・追加 

⚫ 6月 12日(金)持回り理事会に入会予定者の

大野則男さんの入会申込がありました。 

推薦者は宇佐美三郎君、伊藤哲朗君です。 

 
 

次回例会 第 3224回 2020年 7月 5日(金)  

≪新年度初例会≫ 


