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”手に手つないでSong

菅井龍一君、石川敏郎君（岡崎RC）Visitor

Attendance

７７名 ７名 ８９．３９％会員 欠席 出席率

篠田正志 会長President Time

本日は、ガバナー公式訪問に先立ち、黒野晃太郎ガバナ

ー補佐、菅井龍一地区副幹事、鈴木正徳分区幹事、石川敏

郎地区スタッフをお迎えしての例会です。皆様ようこそお

越し下さいました。心より歓迎申し上げます。

先程まで当クラブから、会長、副会長、幹事、会長エレ

クト、副幹事が出席し、別室において懇談を致しました。

ガバナー補佐より大変貴重なご意見を頂き、今後のクラブ

運営に役立てていきたいと思います。また、例会後のクラ

ブアッセンブリもご指導よろしくお願い致します。

西尾張分区においては、WFFとIMが大きな事業となって

おります。ワールドフード＋ふれ愛フェスタ（WFF）が1

0月22日～23日、久屋大通公園で開催されます。西尾張

分区のホストクラブとして、10月24日の例会振替で10月

22日に現地で例会を行い、大いに盛り上げていきたいと考

えております。皆様方のご理解、ご協力よろしくお願いし

ます。

9月1日は防災の日です。昭和34年9月26日の伊勢湾台

風で戦後最大の被害を被ったこともあり、翌年に「政府・

、 、地方公共団体等関係諸機関をはじめ 広く国民が台風高潮

津波、地震等の災害についての認識を深め、これに対応す

」 。 、る心構えを準備する 防災の日が制定されました 日付は

大正12年9月1日関東大震災が発生したこと、また、暦の

上では二百十日に当たり台風の襲来が多い時期であること

から、この日に決定されました。

防災の日を迎えるにあたり、災害時は携帯電話があてに

なりません。災害時に急を要するのが家族の安否の確認で

す。その様な時に災害用伝言ダイヤルが有ります。局番な

しの「171」で、安否情報や今いる場所の伝言を録音、家

族がその伝言を再生できるサービスです。今一度防災につ

いて会社や家庭で話し合う事が大切だと思います。

９月 ５日（第２１６５回）Today

担当 高山 敏 ロータリー情報委員長

演題 新会員卓話

藤田隆志君、山田広明君

９月１２日（第２１６６回）Next Week

担当 後藤雅光 プログラム委員長

演題 卓話「七宝焼あれこれ」

日展会友日本新工芸家連盟理事

太田 吉亮氏



黒川元則 幹事Secretary Report

１ 前田重廣さんがベネファクターに寄付されました。

。２ 篠田正志さんに第1回米山功労者感謝状が参りました

３ 第3回定例理事会のご案内

日時 9月5日（月）18:00

場所 元海

黒野ガバナー補佐を囲んで懇談会

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

菅井龍一 地区副幹事、石川敏郎 地区スタッフより

黒野晃太郎 ガバナー補佐、鈴木正徳 分区幹事より

篠田正志 会長

黒野ガバナー補佐、菅井地区副幹事、鈴木正徳分区幹

事、石川地区スタッフをお迎えして。よろしくお願い

いたします。

大西親睦活動委員長、藤田隆志君、藤田秀樹君、北澤

君、秋の家族会（京都）下見、ご苦労様でした。

横井久雄 副会長

ガバナー補佐黒野晃太郎様、ご指導の程よろしくお願

いいたします。

黒川元則 幹事

本日はガバナー補佐訪問です。皆さん、よろしくお願

いします。

東海広光君

昨日8月28日、男の子と女の子の双子の孫が誕生いた

しました。1594gと1498g。元気で健やかに育つよ

うに祈るだけです。大竹和美初代会長と同じ誕生日で

感激いたしました。94歳の年の差です。

栗木和夫君

釣り部会の皆さん、有り難う。大物が釣れたので魚拓

をとろうとしたら、手形の方が大きかった！孫は大喜

びでした。

大竹敬一君

黒野ガバナー補佐、お疲れ様です。

昨日、父が94才の誕生日を無事迎えました。

西川広樹君

黒野ガバナー補佐をお迎えして。

山田幸治君

黒野ガバナー補佐をお迎えして。

舩原久尚君

中村君、先日の親子釣り大会では大変お世話になりま

した。子供達も沢山釣れて大喜びでした。本当に有り

難うございました。

「 」 。追伸・黒川君の 元海 で食事させていただきました

大繁盛で良かったです。

伊藤正征君

中島君、梅酒パーティー楽しかったです。

黒野晃太郎君

ガバナー補佐としての訪問。いささか緊張します。

中西 巧君

8月22日例会で、モンゴル第59小学校募金に67,00

。 。0円の多額な浄財を頂きました 有り難うございました

藤田隆志君

篠田正志会長、大西委員長、昨日はお世話になりまし

た。親睦活動委員の皆様、お疲れ様でした。

後藤袈裟美君

黒野ガバナー補佐をお迎えして。



後藤 眞君

黒川幹事、あま市社会福祉協議会、出席有り難う。

後藤雅光君

上田君、有り難う。

稲垣秀樹君

港防災センターへ、家族で地震体験をしてきました。

地震への備えに家族で話し合うきっかけが出来ました。

板津和博君

釣り部会ハゼ釣り大会、参加させていただき、有り難

うございました。5才の息子が2匹、私がボウズで、家

に帰っても言われてしまいました。

伊藤英毅君

黒野ガバナー補佐、ご苦労様。

中村君、釣り部会ではお世話になりました。

加藤春視君

黒野ガバナー補佐をお迎えして。

川口信義君

黒野ガバナー補佐をお迎えして。

北野庸夫君

黒野ガバナー補佐、本日はよろしくお願いします。ご

苦労様です。

児玉憲之君

ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

水野 眞君

9月10日（日 、県コンサートホールで18回銀の鈴コ）

ンサートがあります。入場無料、出入り自由のクラシ

ックを楽しんで下さい。

水谷安紀君

黒野ガバナー補佐をお迎えして。

酒井和雄君

黒野ガバナー補佐来訪。ネクタイを着けてきました。

高山 敏君

黒野ガバナー補佐をお迎えして。

水谷安紀君

黒野ガバナー補佐をお迎えして。

立松絹久君

黒野ガバナー補佐、本日はよろしくお願いします。

山田尊久君

黒野晃太郎ガバナー補佐、楽しみにしていました。

合 計 ８２，０００円

ガ バ ナ ー 補 佐 訪 問

国際ロータリー第2760地区 西尾張分区

2016～17年度ガバナー補佐 黒野晃太郎君

○ジョン・F・ジャームRI会長テーマ

・Rotary Serving Humanity（人類に奉仕するロータ

リー）

・困っている人が笑顔になる奉仕を行う。

○ロータリーブランド

・Fellowship（親睦）

・Integrity（高潔性・倫理性）

・Diversity（多様性）

・Leadership（リーダーシップ）

・Service（奉仕）

○地区方針

・Be The Rotarian、Find A Rotarion.（真のロータ

リアンになろう、ロータリアンを見つけよう）

・将来に渡って地区の輝きが持続可能

公共イメージ向上委員会新設（広報委員会とIT委員

会を統合）

○地区の重点戦術

・My Rotaryへの登録

・Club Central

・ソーシャルメディアの活用（Facebook、Teitter）

・My Rotarianの選任

○RIの戦略（会員増強、人頭分担金増額）

・IT、オンライン化

・規則の緩和（入会金、例会等）



○ロータリーの原点

・職業奉仕

・I Serveの精神

○不易流行

○ロータリー財団100周年

（米山記念奨学事業－日本独自）

○期中事業

・WFF 10/22～10/23 栄 久屋大通り公園

・地区大会 11/5～11/6 ウェスティンナゴヤキ

ャッスル

・IM 2/18 名鉄ニューグランドホテル

・国際大会 6/10～6/14 アメリカ・アトランタ

ク ラ ブ ア ッ セ ン ブ リ ー

アッセンブリー風景

わ が 街 あ ま 地 区 文 化 財 24

「森津の藤 －弥富市森津－」

この藤は正保４年（1647年）の森津新田開発当時に植

えられたと伝えられている。尾張名所図会に「棚の広さ縦

横二十五間四面、およそ棚の高さ二間ばかりにして、花の

長さ四、五尺より一間程にも及べり」と紹介され、花が満

開になると昼間でも空が見えず、紫の雲に覆われたようだ

とも記されている。遠足の小学生や、庭が鍋田川に面して

いたことから潮干狩りの舟も立寄り、地面にすれるほどの

花を楽しんだという。老木となって樹勢に衰えがみられる

が、今でも花の時期には大勢の人が訪れる。

ロ シ ア 紀 行 ４

山田幸治君

トイレ休憩の場所で周囲を見渡すと、白樺の林でした。

夜10時20分ホテルに到着しましたが、全ての木に白い石

灰石の粉末が塗布してありました。防虫剤だそうです。ヨ

ーロッパでも時々見かけます。


