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本日本日本日本日のののの行事予定行事予定行事予定行事予定    ((((2011 年年年年 7 月月月月 8 日日日日))))    第第第第 2838 回例会回例会回例会回例会 ≪≪≪≪クラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムⅠ≫Ⅰ≫Ⅰ≫Ⅰ≫     先回先回先回先回のののの記録記録記録記録（（（（例会例会例会例会））））    第第第第 2837 回回回回 ’’’’11 年年年年 7 月月月月 1 日日日日（（（（金金金金））））晴晴晴晴れれれれ ≪≪≪≪新年度初例会新年度初例会新年度初例会新年度初例会≫≫≫≫    ストレッチストレッチストレッチストレッチ体操体操体操体操        片岡 鉄君    ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング        「四つのテスト」   ソングリーダソングリーダソングリーダソングリーダーーーー  稲垣宏高君 ゲ スゲ スゲ スゲ ス トトトト  名誉会員・津島市長 伊藤文郎氏 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数   73 名  6 月 10 日例会分訂正 出席免除会員出席免除会員出席免除会員出席免除会員   19 名   欠 席 会欠 席 会欠 席 会欠 席 会 員員員員    13 名 本日出席会員本日出席会員本日出席会員本日出席会員   61 名  MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員     6 名 本日本日本日本日のののの出席率出席率出席率出席率   83.56%  訂正出訂正出訂正出訂正出 席席席席 率率率率  97.10% 超 過 出超 過 出超 過 出超 過 出 席席席席 住田正幸君、山田勝弘君、鈴木吉男君、高木輝和君、加藤則之君（地区役員及び会長幹事懇親会）、高木輝和君、加藤則之君（第３回ガバナー補佐会議）、住田正幸君、山田勝弘君、高木輝和君、加藤則之君、三谷栄一君、矢田潔君、佐藤敬治君、児玉昭君（第 14 回分区運営委員会）、寺田晏章君、八谷潤一君（11～12 年度西尾張分区第 1 回会長幹事会）、滝川林一君（地区財団奨学金委員会）、幅辰雄君、生田達一君、伊藤祥文君、三谷栄一君、佐藤敬治君、住田正幸君、宅見康悦君、八木秀雄君、山田勝弘君、大河内勝彦君（ロータリー情報委員会）     会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    寺田晏章会長寺田晏章会長寺田晏章会長寺田晏章会長 津島ロータリークラブ第59 代の会長に指名いただきました寺田でございます。1年間、皆様には大変お世話になりますが、よろしくご協力お願い致します。  本日は新年度初例会であります。名誉会員の伊藤津島市長にも御出席いただいております。ご多用のところ、ありがとうございます。また、八木

愛西市長には公務のため、どうしても出席できないと丁重なご欠席の返事をいただきました。 昨年度は高木輝和ガバナー補佐を輩出し、分区大会という大きな事業を成功させました。本年は59 年目になります。従って、次年度は 60 周年という節目の年になり、それなりの行事も予定されることと思います。 本年は昨年のＩＭの成功に酔いしれ、次年度の津島ＲＣ創立 60 周年のために、大いに鋭気を養う年になろうかと思います。インターアクトクラブもなくなりました。台北滬尾ロータリークラブも、本年は先方がこちらに来られる順番です。国際大会も比較的近いバンコクでの開催です。松前ガバナーが唱える「ゆったりとおおらかに生きる」を実践したいと思います。地区や分区からの指令や当クラブの内規や慣例は渉々と遂行していく所存です。何卒ご協力お願い致します。 幸い副会長には、ロータリーの歩く百科事典といわれる鈴木吉男君、幹事には大変真面目な八谷潤一君はじめ、役員理事の皆様に恵まれました。1年間どうぞよろしくお願い致します。     副副副副会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    鈴木吉男副鈴木吉男副鈴木吉男副鈴木吉男副会会会会長長長長     ちょうど入会 20 年になります。その間、12年間地区に出向して、ロータリーの勉強をさせていただきましたが、津島ＲＣに少しでもお役に立てればと、陰日なたに支えてまいります。 
 幹事幹事幹事幹事挨拶挨拶挨拶挨拶    八谷潤一幹事八谷潤一幹事八谷潤一幹事八谷潤一幹事    本年度幹事を仰せつかった八谷です。幹事報告に先立ち一言ご挨拶させていただきます。 ロータリークラブには 2005年の 5 月に入会させていただき、本年度で 7 年目でございますが、わからないことばかりで、ここ
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１ヵ月間結構大変でありました。 ここ 2 年ほど、実は 100％出席ができていませんで、言い訳ではではありませんが、本日お越しいただいております、伊藤文郎市長より 2年前に、愛知県のＰＴＡ会長をお前がやれと言われまして、断れるはずもなく、はい喜んでと受けまして、年間 120 日ほど愛知県のＰＴＡに関わらせていただきました。例会もなかなか出ることができませんでしたが、昨年の 6 月に任期も終わり、これからはのんびりできるかと思っていましたら、せきを切ったようにいろんな団体のお役が廻ってきまして、そして最後にロータリークラブの幹事を仰せつかい、止めを刺されました。これ以上もう無理です。 今は、どのようなⅠ年になるのか不安で一杯ですが、寺田会長にお声掛けをいただいたので、この 1年精一杯幹事を務めていきたいと思います。 最後に、商工会議所でも寺田会頭のもと青年部の会長も拝命されましたが、寺田会長からはロータリークラブの幹事を優先しろとのことで、一生懸命頑張ってまいりますので、皆様の温かいご意見と、ご理解、ご協力をお願いして、挨拶とさせていただきます。1 年間よろしくお願いいたします。 それでは新年度最初の幹事報告に移らせていただきます。本日の報告事項は 13項目ありますが、後方の柱のところにも掲示してありますので、後ほどまた御確認下さい。  第第第第 2837283728372837 回例会回例会回例会回例会    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    1. 本日は初例会です。先程ご挨拶を頂きましたが、名誉会員の伊藤津島市長にご出席頂いております。 2. 入口の柱のところに、今後１ヶ月の予定表を掲げさせていただきました。ご確認下さい。 3. 各委員長へクラブ計画書の校正を配布致しました。変更等あればお申し出ください。 4. 7 月 5日に、尾張津島天王祭連絡協議会へ寺田会長に出席していただきます。 5. 7 月 12 日、地区ロータリー財団セミナーが東急ホテルで開催されます。寺田晏章会長、篠田廣会長エレクト、加藤隆朗委員長、鈴木吉男地区識字率向上委員長が出席いたします。  6. 安達勝夫君より 6 月 24 日に退会届が出され、昨年度の理事会において承認されました。 7. 今月のロータリーレートは$1＝82円です。 8. 本日、『ガバナー月信７月号』と専用バインダー、会報用バインダー、上期分の会員証、地区大会パンフレットをお配りいたしました。 9. 上期分の請求書をお配りしました。速やかに銀行振り込みをお願いします。 10. 木村雄一君が転勤のため、本日最後の例会出席になります。後ほどご挨拶を頂きます。 11. 次週はクラブフォーラムです。役員、理事、

委員長の方は準備をよろしくお願いします。なお、発表原稿は 7月 12日火曜日午前中までに、事務局へメールでお願いします。 12. 本日例会終了後、第 1 回役員理事委員長にて理事会を開催します。該当の方は出席をお願いします。 13. 本日配布の卓話表に変更がありますので、次回改めてお配りします。 以上です、よろしくお願い致します。  ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス報告報告報告報告    第第第第 2837283728372837 回分回分回分回分    山田清三山田清三山田清三山田清三ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス委員長委員長委員長委員長    伊藤文郎津島市長 お招きありがとうございます。寺田会長はじめＲＣ会員の皆様、津島ＲＣのご発展を心より祈念いたします。 寺田晏章会長、鈴木吉男副会長、八谷潤一幹事 初例会出席ありがとうございます。皆様方が楽しいロータリー活動ができるようなクラブにしたいと思います。1年間よろしくお願いします。 住田正幸君 初例会欠席します。申し訳ありません。寺田会長はじめ役員の皆様、よろしくお願いします。 山田勝弘君 晴れて自由の身になれました。寺田会長はじめ役員理事の皆様ご苦労様です。P.S.本日で禁煙して 6日目になります。 寺田健一君、鶴見治貞君 神社庁から功績賞をいただきました。 坂井裕君 今年度は広報をさせて頂きます。 木村雄一君 本当にお世話になりました。 古川弘一君 坂井君の親切ありがとう。 服部昭三君 20 年前にＪＣ理事長伊藤文郎さんよりいただいた「ナマズイキイキ運動」に対する感謝状が出てきました。 清水裕之君 7 月 8 日に稲沢下津町に住宅展示場をオープンします。 小林啓子君 1年お世話になります。 山田清三君 ①松崎先生に大変お世話になりました。ありがとうございます。②先週の例会を無断で休み、木村雄一さんに迷惑をかけまして、すみませんでした。 岡本康義君、堀田勝君、浅井賢次君、浅井彦治君、日比一昭君、横井知代君 ウィークリーに写真が載りました。 滝川林一君、小畑英雄君、相羽あつ子君、山田清三君 今月から 1 年間ご協力のほど、よろしくお願いします。ニコボックス委員会。 浅井彦治君、浅井賢次君、相羽あつ子君、古川弘一君、服部昭三君、日比一昭君、堀田力男君、伊藤幸蔵君、伊藤基君、稲垣宏高君、伊藤祥文君、梶浦興蔵君、加藤則之君、児玉昭君、根崎健一君、篠田知生君、坂井裕君、佐藤栄一君、佐藤敬治君、清水裕之君、住田由純君、鈴木吉男君、城正憲君、
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次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2839 回回回回    ’’’’11 年年年年 7 月月月月 15 日日日日（（（（金金金金））））    ≪≪≪≪クラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムⅡⅡⅡⅡ≫≫≫≫    

滝川林一君、田中正明君、寺田晏章君、鶴見治貞君、寺島淳一君、矢田潔君、山田勝弘君、山田清三君、安江正博君、余郷利彦君、八谷潤一君、横井知代君、大河内勝彦君 伊藤文郎津島市長をお迎えして。 服部昭三君、服部貴君、日比一昭君、幅辰雄君、堀田勝君、堀田力男君、伊藤幸蔵君、伊藤基君、生田達一君、梶浦興蔵君、加藤則之君、加藤隆朗君、児玉昭君、野々山勝也君、根崎健一君、篠田知生君、坂井裕君、佐藤敬治君、住田由純君、宅見康悦君、山田清三君、横井知代君 新年度役員・理事・委員長さん、1年間よろしくお願いします。 滝川林一君、佐藤栄一君、田中正明君、城正憲君、中野義光君 その他。  ゲストゲストゲストゲスト挨拶挨拶挨拶挨拶    津島ＲＣ名誉会員の伊藤文郎津島市長が出席され、ご挨拶をいただきました。  ＳＳＳＳ....ＡＡＡＡ....ＡＡＡＡ....挨拶挨拶挨拶挨拶    児玉昭児玉昭児玉昭児玉昭ＳＳＳＳ....ＡＡＡＡ....ＡＡＡＡ....    ロータリークラブでは、敬称として「君」を使います。スピーチ中の私語や、ケータイ等にも気を配って、楽しい例会にしたいと思います。 
 退会退会退会退会のののの挨拶挨拶挨拶挨拶     木村雄一木村雄一木村雄一木村雄一君君君君     7 月付で東京江戸川区小岩へ転勤になりました。1年 9 か月、お世話になりました。ロータリー生活を楽しませていただき、ありが  とうございました。  そのそのそのその他他他他                   

         誕生日祝福誕生日祝福誕生日祝福誕生日祝福（（（（7777 月月月月））））    大河内勝彦親睦活動副委員長大河内勝彦親睦活動副委員長大河内勝彦親睦活動副委員長大河内勝彦親睦活動副委員長    伊藤彰浩君（ 9 日） 住田由純君（11 日） 伊藤文也君（12 日） 伊藤雅昭君（15 日） 伊藤祥文君（15 日） 寺田健一君（18 日） 篠田 廣君（20 日） 伊藤哲朗君（26 日）         夫夫夫夫    人人人人    伊藤哲朗夫人（ 2日） 水野憲雄夫人 ( 2 日） 根崎健一夫人（ 9日） 伊藤 誠夫人（10日） 児玉 昭夫人（22日） 中野義光夫人（29日）  伊藤雅昭夫人 (30 日） 前田昭生夫人（31日）     結婚記念日祝福結婚記念日祝福結婚記念日祝福結婚記念日祝福    篠田 廣君（20 日） 
 「「「「ウェストミンスターウェストミンスターウェストミンスターウェストミンスター宮殿宮殿宮殿宮殿」」」」    日本の中尊寺と小笠原諸島が世界遺産に登録され、震災復興に明るいニュースとなりました。 テムズ河畔に建つウェストミンスター宮殿は、1987 年に世界文化遺産に登録されました。16 世紀にヘンリー8 世が王宮を移すまで国王の居城でしたが、今はイギリス国会議事堂となっています。右側の塔は有名なビッグベンです。  画画画画・・・・文文文文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三          

 寂しいなぁ 

 今年度も楽しく演奏させていただきます。 

 今年度も元気いっぱい、張り切っていきますよ。 

横井知代君 

幹事エレクトの稲垣宏高君 

片岡鉄君 

会長エレクトの篠田廣君 

会場委員長の堀田力男君 

 また年をとってしまった… 


