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2020年 7月 9日(木)～2020年 7月 15日(水) 

 

 

 
先回例会の記録 

第 3235回 2020年 7月 10日（金）晴れ 

《 クラブアッセンブリⅠ 》 

 
ご案内 

新型コロナウイルス感染拡大防止の為 

※例会前にお食事をお召し上がりください。 

※例会中は窓を開けさせて頂きます。 

 
ロータリーソング  手に手つないで 

ソングリーダー   大河内勝彦君 

 
ゲ ス ト 並 び に ビ ジ タ ー 紹 介  

寺島淳一副会長 

ビ ジ タ ー  加藤憲治君（あま RC） 

       栗木和夫君（あま RC） 

 

会 長 挨 拶 
滝川林一会長 

西日本では大雨による災害が発生し大変な事に

なっております。又中部地方でも大雨で土砂崩れ

や休校の被害が出ております、皆様ご注意くださ

い。 

私、月の始めにちょっとした楽しみが有ります、

こよみを新しい月に替える時です。日付等の他に

写真や標語を見たり読んだりするのも興味があり

ます。今月の津島神社では行事が 9 回記されて居

ます。ほとんどが夏祭り関連のですが、中止や変

更に成ったと聞いております。次に真宗の法語は

「人間は死を抱いて生まれ、死をかかえて成長す

る」とあります。又、毎年孫が買ってくれて居る

柴犬の川柳カレンダーでは海岸で海を見て居る写

真では「海の上 早足ならば 沈まない？」、首を

かしげる犬では「愛情は ゴハンとオヤツの 量

で決め」と…。アルパインツアー（私が利用して

居る山旅の会社）はカナディアンロッキーのマッ

ターホーンと云われる Mtアシニボイン。名古屋フ

ィルハーモニーはしらかわシリーズ VOL34。定期

演奏会は 3 月から休演中。そして日経ナショナル 

ジオグラフィックの SAVE TOGETHER は危急種から

危惧種の動物たちで今月はクロザル（近絶滅種）

Macaca nigraです。来月はどんな写真等かな。 

今週と来週はクラブアッセンブリです、よろしく

お願いします。 

 

出 席 報 告  

親睦活動委員会 

会 員 総 数  58名   6月 12日例会分訂正 
出席免除会員  18名   欠 席 会 員      8名 
本日出席会員  50名   MAKEUP会 員      7名 
本日の出席率 87.77％  訂 正出席 率     100％ 

 
幹 事 報 告 

堀田力男幹事 

1. 本日はクラブアッセンブリ－１です、担当の

委員長の皆様よろしくお願いします。 

2. 明日 11日土曜日地区補助金事業「神野大地ラ

ンニングスクール実行委員会」をここウール

会館２階会議室にて開催します、オブザーバ

ー参加 OK ですので参加希望の方は加東育郎

社会奉仕委員長か私まで連絡をお願いします。 

3. 次週は本日に引き続きクラブアセンブリーⅡ

になります。クラブ奉仕委員会の委員長の皆

さん及び戦略特別委員会さんご準備をお願い
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します。 

4. 同じく次週例会後臨時理事会を開催します。

2019-2020年度決算、2020-2021年度予算に関

する議案です、該当の方はご出席をお願いし

ます。 

 
ニコボックス報告 

山田公男副委員長 

滝川林一会長、寺島淳一副会長、堀田力男幹事  

①梅雨まっさかりでございます。皆様お体には十

分ご注意下さい。②本日はクラブアッセンブリで

す。委員長の皆様、忌憚なく思いのたけをお話し

ください。 

滝川林一会長 加藤憲治さん、栗木和夫さんをお

迎えして。 

栗木和夫君（あま RC）苺狩り園がコロナにやられ

ました。しかし生きています。 

加藤憲治君（あま RC）色々お世話になっておりま

す。滝川会長、堀田幹事には健康に留意して 1年

間“ガンバッテ„下さい。 

後藤務君 ひさしぶりの出席です。 

坂井裕君 津島広報に寄付の記事が載りました。 

浅井彦治君 先週土日で新年初例会時の当選景品

（宿泊券）で蒲郡の松風園に行って来ました。旅

館経営は大変だなぁと感じました。 

高木輝和君 クラブアッセンブリ欠席いたします。 

宇佐美三郎君 今年もゆるキ

ャラグランプリが始まってい

ます。宇佐美鉱油のキャラクタ

ー『うさっぴぃ』は昨年惜しく

も 2 位 今年は優勝狙います。 

 

https://www.yurugp.jp/jp/にア

クセスしてください。うさっぴぃ 

ゆるキャラ 宜しくお願いします。 

宇佐美三郎君、大野則男君 浅井

彦治君にお世話になりまして。 

寺田晏章君 栗木和夫さん、 

加藤憲治さん、ようこそお出で下さいました。 

岡本康義君、飯村理君 その他。 

相羽あつ子君、浅井彦治君、浅井賢次君、猪飼充

利君、伊藤幸蔵君、伊藤雅昭君、稲川明俊君、大

野則男君、加東育郎君、河西あつ子君、後藤務君、

小林啓子君、坂井裕君、篠田廣君、寺田晏章君、

野々山勝也君、幅辰雄君、堀田正裕君、水野憲雄

君、山田公男君 九州各地大雨による災害お見舞

い申し上げます。この地域は大きな被害がなくて

よかったです。 

滝川林一君、浅井彦治君、飯村理君、伊藤聖年君、

大河内勝彦君、岡本康義君、加藤則之君、神谷里

明君、杦田勝彦君、松本浩義君、吉田康裕君 

各委員長様、クラブアッセンブリー頑張って！ 

 
 

 

 

 

 

 

 
委員会報告 

 

加東育郎社会奉仕委員長 

エコキャップの回収を行いますので事務局まで持

参ください。回収期間は 7月 10日(金)～8月 7日

(金)です。宜しくお願いします。 

 

片岡鉄クラブ広報委員長 

次回も引き続きクラブアッセンブリです。各委員

長は、原稿を発表当日までお願いします。 

 

 
7月誕生日祝福 

 

伊藤彰浩君（ 9 日）  伊藤雅昭君（15 日） 

篠田 廣君（20 日）  伊藤哲朗君（26 日） 

 

 

 

 

クラブアッセンブリⅠ 

 

 
大河内勝彦職業奉仕委員長 

 

1. 会員の職業奉仕について

の理解をより一層深める

ことを目的として、つぎの

活動を行う。 

(1) 引き続き毎月第一例

会のロータリーソン

グの『四つのテスト』

を継続実施する。『四つのテスト』のパ

ネルを例会場に掲示して、ロータリアン

の職業奉仕を啓蒙する。 

(2) 職業奉仕月間には、職業奉仕に対するよ

り一層の理解向上を図るため、また当地

区を拠点に活躍される方（事業）にスポ

ットを当て出張例会の開催を企画いたし

ます。 

2. 地区補助金事業「神野大地ランニング教室

（仮）」への積極的な参画。 

 
 

 

 

 

前累計 

本 日 

累 計 

目 標 

110,000 円 

   50,500 円 

   160,500 円 

 2,300,000 円 （ 6.97％） 

ラッキー賞        

加藤則之君 
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加東育郎社会奉仕委員長 

 

1. 地区補助金事業として「神

野大地さんと走るランニ

ング教室」を行います。箱

根駅伝で活躍した津島市

出身のプロランナー神野

大地さんをお迎えし、津島

市及び愛西市の小学校高

学年を対象とした講演会、ストレッチ、ラン

ニング教室を開催し、神野さんと出逢い一緒

に走ることを通してひたむきに努力すること

の大切さや、神野さんの郷土への熱い思い(恩

返し)を理解し、継承できるようにしたいと考

えます。 

2. 津島市立図書館及び愛西市中央図書館の担当

者と打ち合わせをし、例年通りロータリー文

庫へ図書の寄贈をしたいと考えます。 

3. 会員の職場や家庭において、環境保全に対し

する意識の向上、行動ができるよう理解を深

めることに努めることにつきましても例年通

りの継続事業として行い、同時に地元企業と

協力し環境保全に努めていきます。 

4. エコキャップの回収を通して、環境保全活動

に対する意識の向上と、福祉施設の就労支援

を目指していきたいと考えます。 

 
鈴木吉男国際奉仕委員長 

 

1. 国際交流 

姉妹クラブ・台北滬尾ロー

タリークラブとの新たな

共同事業を模索、研究する。 

2. 世界社会奉仕 

ＲＩ事業に協力参加する。 

3. 姉妹クラブ・台北滬尾

ロータリークラブ創

立 15周年記念式典（2021年 4月）またはＲ

Ｉ国際大会「台湾・大会」への参加を奨励す

る。 

4. 海外ロータリークラブへのメーキャップを奨

励する。 

5. 海外での大規模な自然災害等の発生時に義援

金を募る窓口となる。 

6. 地区補助金事業「神野大地ランニング教室

（仮）」への積極的な参画。 

 

2021年 6月 12日(土)～20日(日)台北（台湾）で

行われる世界大会の早期登録割引制度は下記のよ

うになっております。 

一番お値打ちな期間は既に過ぎてしまいましたが 

⚫ 12月 15日までの申込 ＄365 

⚫ 3月 31日までの申込 ＄440 

⚫ 6月 16日までの申込 ＄515 

 

稲垣宏高青少年奉仕委員長 

 

1. 青少年の健全な育成を目

指し、他の委員会及び諸

団体と共に連携し、事業

活動を推進支援する。 

2. 地域の子供たちと楽しい

創作活動を通して、豊か

な郷土を愛する心を育て

て学ぶ｢天王子ども塾｣の活動を支援する。 

3. インターアクトクラブ活動に積極的継続的に

参加、助言を行い、インターアクトクラブの

活性化を図り、社会奉仕・国際理解はもとよ

り国内外における環境問題にも指導力を発揮

できるインターアクトクラブの育成を支援す

る。 

4. 2021-22年度インターアクト年次大会は津島

東高校がホストを務めます。当クラブも実行

委員長と委員で大会の準備を進める。 

5. 地区補助金事業「神野大地ランニング教室

（仮）」への積極的な参画。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

加藤則之ロータリー財団副委員長 

 

1. 年次寄付目標額は、会員一

人 13,000円と設定し、地

区の R.財団への年次寄付

を推進する。また、ポー

ル・ハリス・フェロー３名

の獲得を目標にする。 

2. R.財団月間（11月）には、

財団の理解推進プログラ

ムを実施し（卓話担当）併せて本年度の寄付

者を表彰する。 

3. VTT（職業を持つ、若い人々のための国際交流

プログラム）地区財団委員会の派遣団員募集

に協力する。 

4. 地区補助金事業の窓口となる。本年度は、社

会奉仕委員会担当事業「神野大地さんと走る

ランニング教室」で積極的な参画を目指す 

5. My Rotaryの登録と情報収拾の推進を計る。    

以上の事業を行なっていきます。皆様方のご協力

を宜しくお願い致します。 

 
 

忙しいで悪いけど 

加藤君 ニコ入れ

とくで！頼むわ 

高木輝和 

R財団委員長 
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三谷栄一米山奨学委員長 

 

1. 普通寄付金、会員 1

人当たり 5,000 円と

する。 

2. 米山功労者の表彰は

累計 10 万円ごとに行

われるので、パスト会

長始め多数の会員の

皆様に米山功労者に

なっていただくよう

お願いをする。 

3. 米山奨学生 何月琦（カゲツキ）さんを引き

続き 2021年 3月までの 1年間を充実した留学

生生活ができますよう手助けをする。 

4. 米山奨学生 何月琦さんとロータリー会員と

積極的に交流して、国際交流・相互理解を深

める。 

5. 米山月間に米山奨学生 何月琦さんに卓話を

お願いする。 

 

 

篠田廣Ｓ.Ａ.Ａ. 

 

1. Ｓergeant-at-armsの略で、

日本語で会場監督と言いま

す。Ｓ.Ａ.Ａ.の仕事は、ク

ラブ例会その他ロータリー

の会合において、気品と風

紀を守り、会合が使命を発

揮できるよう努力します。 

 

2. 会場委員会の協力の下、例会を楽しく、魅力

あるものとし、ロータリーの基本理念を大切

にした例会をするよう努めます。 

 

3. 特に例会でのスピーチ時の私語は大変失礼に

なりますので、気をつけるように提案します。 

 

4. 会場委員会、親睦活動委員会、ニコボックス

委員会は、毎例会タスキを掛けて頂き、スム

ーズな例会の進行に努めて頂き、ゲスト・ビ

ジターの方には特に留意したい。 

 

5. 地区補助金事業「神野大地ランニング教室

（仮）」への積極的な参画。 

 

 
 

本日のメニュー 

 

カレーライス 

 

 

2020年 7月 11日(土) ツシマウール会館にて 

2020-21年度補助金事業 第 1回実行委員会が 

津島市の学校関係者を迎えて行われました。 

 

 
 

 
 

 

次回例会 

第 3237回  ’20 年 7月 31日(金) 

卓話担当 伊藤雅昭君 

 

2020年 7月 24日(金) 

祝日（スポーツの日）のため休会です。 


