
     

 

 

 

本日の行事予定（2020 年 7 月 3 日） 

第 3234回例会 

 
先回例会の記録 

第 3233回  2020年 6月 19日（金）晴れ 

《 納会 》 

 
ロータリーソング   

我らの生業 

ソングリーダー 

伊藤哲朗君 

 

 

 

ゲ ス ト 並 び に ビ ジ タ ー 紹 介  

寺島淳一次年度副会長 

ゲ ス ト 

入会予定者    (有)三晃化成 大野則男氏 

 
出 席 報 告  

野々山勝也親睦活動委員 

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  50名   MAKEUP会 員      0名 
本日の出席率 86.62％  訂 正出席 率     100％ 
超 過 出 席  
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）         

 

 

 

 

 

 

 

会 長 挨 拶 
伊藤幸蔵会長 
みなさんこんにちは。梅雨の季

節となりました。ムシムシ、ジ

メジメします。今日は涼しくて

いい感じですが、毎日異常な高

温です。そして、マスクは嫌で

すね、勘弁して欲しいです。暑

苦しいです。こんなでイライラの雨季ですね。今

日からは移動自粛解除、府県をまたぐ移動の解禁

となりまし。無観客試合とは言えプロ野球も始ま

りました。こうして全国で更なる自粛の緩和はさ

れていくとはいえ夜の街はまだまだ危険のようで

す。気をつけましょう。 

さて、いよいよ納会です。一年を振り返ります

と、一番、残念だったことは現役会員の亡くなら

れたこと それも、住田さんも、八谷ちゃんも、

2人とも若く。ビックリ 人の寿命は分からない

ものですね。時間は有限 悔いのないよう 改め

て、今できる事をしっかりとやらないかんと思い

ました。 

 楽しみにしておりましたワールドフードフェス

タ。荒天のため中止となってしまいました。突然

の台風の襲来により津島祭も中止てあります。西

尾張の会長幹事さんをご招待し楽しんでもらいた

かったのに、残念でした。後半はコロナの影響

で、ほとんどが無くなってしまいました。家族

会、台湾の周年も、、、。 

ハワイでの世界大会も中止です。RI会長のマロ

ーニーさんのスローガンは「ロータリーコネクト

ザワールド」、ロータリーは世界を継なぐと言う

ことでございましたが、飛行機も飛ばず、多くの

国で国境が閉鎖されソーシャルディスタンスと言

うことで、握手ままならない状態になってしまい

ました。 

 良かったことは、IMが開催できたこと。他の地

区はやはりコロナ禍の影響でできなかったとか…  

篠田先生の心掛け 彦ちゃん 田中君のおけげで

すかね。また、ベトナム 幼稚園のトイレ、給食



     

 

室 などの援助では、社会奉仕委員会、飯村さん

をはじめ、国際奉仕委員会大変お疲れ様でした。

最後に、マスク、フェイスシールドの地域の医療

機関への寄付 ５月中に間に合った良かったで

す。誘ってくれた、あまロータリー、すぐ対応し

ていただいた、池口さんには 紹介していただい

た大野君、そして マスクの大河内商店に感謝で

あります。 

いい加減で、間に合わない会長ではありました

が、何とか 1年間過ぎました。これも一重に皆様

のおかげであります。皆様お一人一人に大変感謝

であります。どうもありがとうございました。 

 的確に助言、サポートしていただいた幹事さ

ん。優秀なロータリークラブの頭脳であります。 

 本日は欠席しておりますが 大変残念なことで

はありますが副会長の田中くん・・・何かと助け

て頂きました。また戻って見えると言う事です。 

 次年度もあと 10日ほどで、いよいよ始まりま

す。ちょっと心配しておりましたが、滝川さん

も、すこぶる元気、健康になられたようです。 

コロナ禍の影響で、スタートがちょっと遅れたよ

うですが、今年の分もいろいろできるとイイです

ね。 

 以上、退任の挨拶としたいとおもいます。 

 

副会長退任の挨拶 

田中正明副会長 
伊藤会長のもと、副会長を務めさせていただき

ましたが、何かとご期待に沿えることが出来ず、

ご迷惑をおかけすることばかりで、誠に申し訳な

く思っています。 

IMの副委員長として企画・運営に携わらせて頂

き、皆様のご支援のもと無事終了出来たことが良

い思い出になりました。 

今月初頭に「あま RC」の例会に出席し、伊藤会

長が不在でありましたので壇上にて会長代理の挨

拶をさせていただいたことが最初で最後の副会長

として役目を果たせたのでないかと思っています。 

また、IMの副委員長として企画・運営に携わら

せて頂き、皆様のご支援のもと無事終了出来たこ

とが良い思い出になりました。 

本当に会員の皆様には役立たずの副会長であり

ましたが、温かい目で見守って下さり 

誠にありがとうございました。 

 
幹 事 報 告 

杦田勝彦幹事 

⚫ 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 26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。 

次回例会までの行事(6/19～7/3) 

・6/19(金)18：00～ 朝日寿し 参加者 20名 

2019-20年度役員理事委員長会議 

退任の挨拶 

今年度は、コロナのため 3月、4月の例会がほと 

んど開催できず、３４回の開催にとどまりました。ま

た、春の家族旅行、フーエーロータリークラブの訪

問も中止せざるを得ませんでした。 

 皆様に予定の変更等で御迷惑をおかけしたこと

が残念です。 

あまり役に立たない幹事でしたが、会長、副会長と

事務局がしっかりしていれば会は回ることが分かり、

次年度以降の良い前例になったと思います。これか

らは、また一会員としてロータリーに参加させて頂きま

すので、よろしくお願いします。１年間ありがとうござい

ました。 

 
ニコボックス報告 

加東育郎副委員長 

伊藤幸蔵会長、田中正明副会長、杦田勝彦幹事 

会員の皆さん、一年間ありがとうございました。 

野々山勝也君、伊藤哲朗君、猪飼充利君、幅辰

雄君、三谷栄一君、小林啓子君、山本達彦君、

山田公男君、宇佐美三郎君、篠田廣君、山田勝

弘君、堀田力男君、加東育郎君、加藤隆朗君、

佐藤敬治君、 会員の皆さん、一年間ありがとう

ございました。 

相羽あつ子君、伊藤雅昭君、稲川明俊君、梶浦

興蔵君、神谷里明君、坂井裕君、高木輝和君、

寺島淳一君、長田一郎君、服部貴君、古川弘一

君、安江正博君、矢田潔君、余郷達也君 役員。

理事・委員長の皆様、一年間お世話になりまし

た。 

伊藤幸蔵君、杦田勝彦君、伊藤基君、加藤則之

君、加東育郎君、佐藤敬治君、高木輝和君、寺

田晏章君、堀田力男君、堀田正博君、松本浩義

君、山田勝弘君、山田公男君、山本達彦君、余

郷達也君、宇佐美三郎君、伊藤哲朗君 大野則男

さんをお迎えして。 

浅井賢次君 ①遠隔地出席で表彰を頂きます。②

本日の例会 3233回、我が家の電話番号も 3233、

戦時中は 33番でした。何か因縁がありそうで

す。③50年間欠席することなく皆さんのパワー

を頂き皆出席で過ごせた事感謝します。これから

もよろしく。④会長始め後半コロナウイルスにて

ご苦労された事敬意を表します。一年間お疲れ様

⑤挨拶の握手はしばらく休ませて頂きます。 

高木輝和君 遠隔地出席表彰ありがとうございま

す。 

伊藤彰浩君 お久しぶりです。一年間お世話にな

りました。 

三谷栄一君 ロータリーゴルフ優勝しました。 



     

 

水野憲雄君 久しぶりのゴルフ、雨でハーフのみ

でしたがメンバーにめぐまれて楽しかったです。

次回もよろしくお願いします。 

長田一郎君 その他。 

 
遠 隔 地 表 彰  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

会 長 杯 表 彰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優勝 三谷栄一君 

2020年度 

津島ロータリークラブゴルフ部会会長杯 

6月 18日(木)桑名 CC 

賞品 大糖産業㈱特別セレクション 

超高級シャワーヘッド 4本 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

伊藤聖年次年度会場委員長 

次年度卓話表最新版をお配りしました。 

ご確認よろしくお願い致します。 

 
201-20年度西尾張分区ガバナー補佐挨拶 

篠田廣ガバナー補佐にご挨拶頂きました。 

会長幹事宛にもお手紙を頂きましたので別ページに

掲載させて頂きます。 

 
会場委員会一同 

本年度会場委員会も無事に終えることが出来まし

た。1年間ありがとうございました。 

 
クラブ広報委員会一同 

クラブメンバーの皆さまへ 

当初、本年度は当クラブにおいて大変多くの事業

を行うため、事務局の作業量軽減も踏まえて、

Weeklyの簡素化フォーマットを事務局と試行錯

誤を繰り返してまいりました。しかし、新型コロ

ナウイルスによる休会が続き、後半は Monthlyの

様になってしまいましたが、何とか今のスタイル

に落ち着くことが出来ました。これも偏に委員会

メンバー・事務局の協力とによるものと深く感謝

いたします。 

1年間 Weeklyをご愛読いただき誠にありがとう

ございました。 

 
 

《次回例会》 

第 3235回 2020年 7月 10日（金） 

クラブアッセンブリ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浅井賢次君 

アメリカ ハワイ 

ワイキキ RC 

高木輝和君 

南アフリカ 

マロティ・マルセイユ RC 

 



     

 

 

 

 

2019-20年度西尾張分区ガバナー補佐 

篠田廣ガバナー補佐 

拝啓 向暑のみぎり、皆様

におかれまし 

ては、ますますご清祥のこと

とお喜び申し上げますととも

に、平素はロータリー活動に

格別のご高配を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

本年度、伊藤靖祐ガバナー

のもと地区方針である「グロ

ーバルに考え 地域社会とつながり ロータリー

を成長させよう」のメッセージを西尾張分区９ク

ラブにガバナー訪問の前に 昨年の７月２日より

自クラブの津島ロータリークラブより猛暑の中、

山田分区幹事、杦本地区副幹事と共に ガバナー

補佐訪問を始め、各クラブの皆様方に大変お世話

になりました。同時に私自身も沢山のメンバーの

方々と親交を深める事ができ、また各クラブの会

長の強いリーダーシップの下に 会員の皆様が一

丸となって活動されている姿を拝見いたしまし

た。振り返ってみると昨年８月８日にＲＩ会長マ

ローニー氏が来訪され「ロータリーは世界をつな

ぐ」のお話を直接お聞きすることができました。

１０月８日には西尾張分区のゴルフ大会を津島ロ

ータリークラブ主催で 桑名ＣＣで多数の参加に

て開催されました。１０月１２日のＷＦＦは台風

の為 残念ながら中止となりましたが、１１月

９、１０日は西尾張分区全員登録にて名古屋清州

ロータリークラブ江川地区大会実行委員長のもと

地区大会が成功裡に終わりました。また、１１月

１３日には尾西ロータリークラブにて「エンド・

ポリオチャリティ ピアノリサイタル＆トークセ

ッション」が開催され、１２月７日第１回ガバナ

ー補佐会議、１２月１０日西尾張分区会長幹事

会、２月８日は同じく当クラブ主催にて「西尾張

分区ＩＭ」が開催されましたが、それを最後に、

世界中に、コロナ旋風が吹き荒れ、今日まですべ

ての会議が中止となりました。当年度のガバナー

補佐の役目も遺憾ながら中途半端に終わってしま

いますが、一年間多くの皆様のご協力を賜り、誠

に感謝の気持ちにたえません、大変ありがとうご

ざいました。 

本来なら、各クラブそれぞれに直接お伺いし、

お礼を述べるべきかと存じますが、昨今の社会情

勢を鑑み今回は書面にて失礼をいたします。 

敬具 

 

 

 

 

 

 

2019-20年度西尾張分区幹事 

一年間大変お世話になりました。 

第２回の会長幹事会、そして 2 月 8 日の西尾張分区

ＩＭまではよかったのですが、 

第３回の会長幹事会が開催できず、皆様にお礼を述

べることもできず、本年度が終わってしまいます。

大変残念ですが、私自身は多くの出会いと、貴重な

体験をさせていただき 

今後の糧とさせていただきます。 

今後ともご指導ご鞭撻のほど よろしくお願いいた

します。 

 

2020 年 6 月 23 日 

2019-20 年度 西尾張分区幹事 山田勝弘（津島ロ

ータリークラブ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


