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本日の例会 

第 3258回 ’21年 6月 18日 (金) 

 

 
記  録 

2021年 6月 10日(木)～2021年 6月 16日(水) 

 

 

先回例会の記録 

第 3257回 2021年 6月 11日（金）晴れ 

短縮例会 

 

ロータリーソング 我らの生業 

ソングリーダー  猪飼充利君 

 

ゲ ス ト 

入会予定者 ㈱石原印刷 石原弘乙君 

 

会 長 挨 拶 

滝川林一会長 

こんにちは空梅雨でしょうか、むし暑い中の出

席ありがとうございます。 

あちこちの庭ではあじさいが色々な花を楽しませ

てくれて居ます。最近の流行は桐葉あじさいが人

気です。 

私が皆様の前でお話をするのは最後に成るかと思

います。私が山好きなのは知ってみえる方も多い

と思います。今日はバイブルの様に思って居る感

動の実話「１２７時間」。 

アメリカ中西部出身のアーロン・ラルストンは大

学卒後多国籍企業インテルに就職。その後アウト

ドアに専念し退社。 

２００３年４月ユタ州ブルージョンキャニオンで 

 

 

渓谷探索中岩に腕をはさまれみずから腕を切断し

て脱出。その解説を少し話します。 

落石に右腕をはさまれ身動きがとれなくなる。岩

登り装備とほんのわずかな水と食糧。１日、２日、

３日、４日、水も尽き自らの尿を口にし、死を想

い、そして家族を想う。 

５日目朦朧とする意識の中ある“決断”をする。 

私の人生に大変力に成る一冊です。人生の「バイ

ブル」です。 

 
出 席 報 告  

親睦活動委員会 

会 員 総 数  57名   4月 23日例会分訂正 
出席免除会員  17名   欠 席 会 員     13名 
本日出席会員  43名   MAKEUP会 員     13名 
本日の出席率 76.78％  訂 正出席 率     100％ 
浅井賢次君、坂井裕君、服部貴君、堀田正裕君、
伊藤基君、加藤則之君、寺田晏章君、幅辰雄君、
山本達彦君の 9 名が出席 100％を達成され現在達
成者は 32名です。 

 
幹 事 報 告 

堀田力男幹事 

1. 本日は短縮例会になります。例会終了後この

会場にて今年度最後の役員．理事．委員長会

議を開催します。該当の方は出席をお願いし

ます。 

2. 次週 18日は納会となります。先日案内をさせ

てもらいましたがお弁当の手配の都合上 14

日(月)までに出欠の返信をお願いします。 
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3. 本日入会予定者の石原弘乙君にゲストとして

出席頂いております。次週 6月 18日納会日に

入会式を行なう予定です。 

4. 今年度会場委員会委員長を務めていただいた

伊藤聖年君が 7月 1日付けにて異動となりま

した、後任として中部電力パワーグリット㈱

津島営業所 所長 伊藤佳美さんから入会申

込書の提出があり 6月７日の持ち回り理事会

にて可決承認されました。推薦者は滝川会長

と幹事の私です。ご異議がありましたら 6月

17日(木)までに書面で事務局までご提出下

さい。 

5. 最後になります。先日日本より台湾に 124万

本のコロナワクチンが送られました。そのこ

とに関して滬尾ロータリークラブの陳会長と

祭国際奉仕委員長よりお礼のメールがとどい

ております。後ろの掲示板に貼っておきまし

たのでご覧ください。 

 
ニコボックス報告 

ニコボックス委員会 

滝川林一会長 寺島淳一副会長 堀田力男幹事 

①本日は二十四節気の芒種 次項で、ホタルの飛

び交う季節です。津島神社のホタルは今年も飛び

交っています。地元で季節を感じられることに感

謝いたします。 ②㈱石原印刷 社長 石原弘乙

氏をお迎えして。 

三谷栄一君 白内障手術の予後は順調で眼鏡なく

若返りました。 

相羽あつ子君 この頃、女性会員の方々にお会い

してません。なんだか淋しいです。お会いしたい

ですネ 

浅井彦治君、飯村理君、猪飼充利君、伊藤基君、

伊藤哲朗君、稲川明俊君、宇佐美三郎君、大河内

勝彦君、大野則男君、加藤則之君、加東育郎君、

小林啓子君、坂井裕君、鈴木吉男君、長田一郎君、

中野義光君、野々山勝也君、服部貴君、古川弘一

君、山田勝弘君、山田公男君、吉田康裕君 ㈱石

原印刷 社長 石原弘乙氏をお迎えして。 

浅井彦治君、浅井賢次君、伊藤聖年君、神谷里明

君、杦田勝彦君、寺田晏章君、幅辰雄君、堀田正

裕君、日は二十四節気の芒種 次項で、ホタルの

飛び交う季節です。津島神社のホタルは今年も飛

び交っています。地元で季節を感じられることに

感謝いたします。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
委員会報告 

社会奉仕委員長 

先週、配布いたしました『郷土の歴史絵物語』若

干ですが残っております。事務局へお尋ねくださ

い。 

 
 

 
 

2020-21 年度 クラブアッセンブリⅢ  

 

 
大河内勝彦職業奉仕委員長 

本年は新型コロナウィルスによる様々なロータリ

ー事業が中止となりご多分に漏れず当初 1月に予

定した七宝焼アートビレッジで予定した職場訪問

例会が中止となりました。しかしスタッフの計ら

いにより3月26日に津島神社新社務所落成直後に

職場例会を堀田宮司にご祈祷と卓話講師をお願い

して同多目的ホールで開催することが出来ました。

地域の信仰を担う名社として今後も更なる発展を

祈念いたします。 

 何かにつけ予定通りに事の進まない年ではあり

ましたが、メンバー皆さんのご協力の基無事に一

年を終えることが出来ました。深く感謝申し上げ

ます。 

 
加東育郎社会奉仕委員長 

１．コロナウイルスの蔓延により、様々な事業が

中止になるなか、当初 11月に開催予定でありまし

た、地区補助金事業「神野大地さんと走るランニ

ング教室」も残念ながら中止という事になりまし

た。 

そこでコロナに影響されない事業として歴史ばな

しをふまえた画集を作成し、津島市、愛西市を通

じて小中学校及び図書館等に寄贈することにしま

した。この画集を通じて、子供たちとそして大人

たちがこの地域への興味を高め、コミュニケーシ

ョンの向上に寄与できればと思います。また、バ

ラエティに富んだ絵が掲載されており、見る人を

楽しませてくれると思います。 

２．図書館への寄贈につきましては、4月９日に

津島図書の園田館長を例会にお迎えして図書寄贈

式を行い、津島・愛西両図書館に寄贈しました。 

３．皆様に集めていただいたエコキャップを 8月

に彩雲館へ寄贈することができました。 

 

 

ラッキー賞        

野々山勝也君 

前累計 1,426,400 円 

6月 11日 33,000 円 

累  計   1,459,400 円 

目  標  2,300,000  円 

 

（63.34％） 
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鈴木吉男国際奉仕委員長 

コロナの影響で事業は出来ませんでした。 

 
稲垣宏高青少年奉仕委員長 

コロナ禍で、すべての行事は中止となりました。 

一年間なにも無く、唯一、津島東高校のインター

アクトクラブ例会が先月 5月から再開することが

出来ました。、7月に行われる年次大会に向けて

スタートできたので安心して 

 
高木輝和ロータリー財団委員長 

目標の年次寄付会員一人 13,000円とポール・ハリ

ス・フェローに中野義光君、余郷達也君、大野則

男君の 3名加え、滝川林一会長マルチプル・ポー

ル・ハリス・フェローになられ、ポリオプラス基

金に一人 1,000円の寄付ができました。会員の皆

様のご協力に感謝いたします。 

 
三谷栄一米山奨学委員長 

今年度はコロナの影響で事業はできませんでした

が、米山功労者に堀田幹事にお願いすることがで

き、2019～2021米山奨学生 何月琦さんを 2年間、

メンバーの皆様のお陰で無事お世話できました。

大変ありがとうございました。。 

 

 伊藤哲朗戦略特別委員長 

津島ロータリークラブの長期的戦略として、4つ

の提案をしました。今後ロータリークラブがどの

ような運営をしていくのか、次年度以降のたたき

台としていただけたらと思っています。 

 
野々山勝也クラブ奉仕委員長 

クラブ奉仕委員会並びに各賞委員会の皆様ありがとうご

ざいました。 

 
 

吉田康裕親睦活動委員長 

新型コロナウイルス感染拡大の影響は大きく、

一年間を通して、まともに委員会活動をすること

ができませんでした。ロータリーの例会に出席す

ること、メンバーと直接会話することや、家族ぐ

るみで交流することなど、親睦を深める機会は常

に対面を求められることが常でありました。WITH  

 

COVID-19の時代、どのように fellowshipを深め

ていくのか、改めて考えていく必要があると思い

ます。一年間、有難うございました。 
 

 
佐藤敬治ロータリー情報委員長 

入会 3年未満の会員に声をかけ、会長、幹事、委

員会メンバーで冊子「これだけは知っておきたい

『ロータリーの基礎』」を教材に勉強会を納会後

に開催いたします。 

 
伊藤聖年会場委員長 

コロナ禍で「クラブ計画書」どおり実施できなか

ったことも多々あり残念ではありましたが、一年

間何とか責務を全うすることができました。これ

もひとえに、皆様のご協力と感謝申し上げます。 

会場委員会の重要な業務の一つである司会進行は

委員会メンバー全員で順番に担当することとし、

皆様には大変お世話になりました。ソングリーダ

ーは、皆様に快く引き受けていただきありがとう

ございました。また、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。 

心残りがあるとすれば、会場委員会の見せ所でも

あった新年初例会・夜間例会が中止となったこと

です。来年度はぜひコロナも収まり、皆様ととも

に楽しく開催されればと祈っております。一年間、

本当にありがとうございました。 

 
長田一郎会員増強委員長 

コロナ感染防止の影響で活動が制限される中、本

年度の役員の方々・メンバーの皆様のご支援とご

協力を頂き、新たな入会者を 1名迎える事が出来

ましたことに感謝申し上げます。 

ありがとうございました。 

 
片岡鉄クラブ広報委員長 

今年度は予算、人員体制を考慮した上で「WEEKLY  

REPORT」を縮小する形でスタートさせて頂きました。 

通年に渡り新型コロナウイルスの感染拡大が続いて

いる状況下で、幾度の緊急事態宣言発出により通常例

会の中止や短縮例会への変更を余儀なくされ、結果的

に発行の回数は例年と比較して減少する運びとなりまし

た。 

地区補助金事業の「神野大地さんと走るランニング教

室」をはじめ様々な事業が中止となりました。しかしなが

らガバナー公式訪問例会は開催場所を従来の名古屋

市内開催から津島市文化会館に変更し、少しでも感染

拡大のリスク低減を実施した上での開催となりました。   

その時の模様は既に「WEEKLY  REPORT」にて報

告させて頂いた通りでございます。他にも社会奉仕委員

会主催のロータリー文庫図書館寄贈等開催できましたイ

ベントについては都度「WEEKLY  REPORT」に掲載さ

せて頂き、また報道関係者様への記事掲載の依頼等を

行いました。 

 休会により発行機会は減少しましたが当初の目標通り

「WEEKLY  REPORT」の発行が滞りなく行われました

事につきまして委員会の皆様や事務局佐藤様に改めて

感謝申し上げます。 

 最後に委員会と事務局との間で委員会の業務分担に

関する理解の齟齬があるように感じました。次年度以降

に課題となるように思いましたので私見として一言述べ

させて頂きました。 
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浅井彦治ニコボックス委員長 

コロナ禍の中例会は 25回になりましたが、抽選会

でラッキー賞を楽しんで頂きました。目標には至

りませんでしたがメンバー全員健闘できたと思い

ます。メンバーの皆様に感謝いたします。ありが

とうございました。 

 
次回例会 

第 3259 回 ’21年 7月 2日 (金) 

      新年度初例会 

      津島神社 社務所 2F 八雲の間 

例会時における駐車場について 

2021年 7月より、例会場を津島神社社務所に変更いたしますが、津島神社へお車でお越しの会員

におかれましては、南門駐車場か社務所東側の臨時駐車場（斜線部分）にお止めいただきますようよ

ろしくお願いいたします。 


