
 

 

 

西尾一色ロータリークラブ 

創立 55周年記念例会 
 

平成 29年 10月 19日 (木)   

三河湾リゾートリンクス 17：00点鐘 
 

 

 

西尾一色ＲＣ創立 55周年記念例会実行委員会役員委員編成表 

        会 長  早川比呂太 ・ 会長エレクト  太田 幹浩 ・ 幹 事  近藤 清隆 

        実行委員長  石川 量英 ・ 副実行委員長  篠田 義隆 ・ 実行委員会幹事  鈴木 茂朗 

 

委員会 分掌内容 委員長 委員 

総務委員会 

記念事業委員会 

・表彰、感謝状贈呈者（７名）の決定、 

賞状、記念品 

・広報 地方紙２社 

 

・記念旅行（記念事業決定） 

 

総務委員会 

鳥居萬里 

 

 

記念事業委員会 

 

小池 孝  山下民義  渡辺 靖 

神谷 林  篠田義隆  小出道治  

榊原 勝 

※池田榮三  渡邉勝行 （親睦活動委員会） 

会場・食事委員会 

・会場設営 

・当日の食事飲物の決定準備 

・アトラクションの設定 

・会員夫人、功労者、奉仕者招待 

 

神谷 林 

都築勇一  木村研一  鈴木泰光  

田中三千雄  太田幹浩  藤井基夫 

鈴木唯三 

記念誌・司会進行委員会 

・55周年誌、当日及び 41～55年の記録 

・記念写真撮影 

 

 

神谷正康 
笠井保志  長田 治  山下保彦 

早川比呂太  清水正美  渡邉 徹 

会  計 ・支払、収支決算 鍋田智之 小出道治  事 務 局 

 

   ※委員の移動入替等は委員長同士の話合いで対応、実行委員長に報告してください。 
                                     

 



和暦 日本・世界の世相

1960 年 S35 「伊勢湾台風」  月の法善寺横丁  黒い花びら

1961 年 S36 初有人宇宙飛行「ガガーリン」 一色RC設立準備  上を向いて歩こう  君恋し

1962 年 S37 マーメード号サンフランシスコ到着 10/25 創立　12/3 承認  王将  いつでも夢を

1963 年 S38 テレビ宇宙中継/ケネディ暗殺 倉地会長  高校三年生  こんにちは赤ちゃん

1964 年 S39 新幹線/東京五輪 長田会長  アンコ椿は恋の花  柔

1965 年 S40 沖縄発進／米軍ベトナム爆撃 嶋崎会長  サントワマミー  兄弟仁義

1966 年 S41 全日空羽田墜落 山田会長  柳ヶ瀬ブルース  悲しい酒

1967 年 S42 四日市ぜんそく公害訴訟 5周年 三矢会長  ブルーシャトー  小指の想いで

1968 年 S43 金喜老/寸又峡 杉浦・三矢会長  星影のワルツ  恋の季節

1969 年 S44 全学連闘争 鳥居会長  港町ブルース  池袋の夜

1970 年 S45 大阪万国博 粕谷会長  夢は夜ひらく  経験

1971 年 S46 円相場1$360円が308円 山崎会長  雨の御堂筋  よこはま たそがれ

1972 年 S47 札幌冬季オリンピック 10周年 倉地会長  瀬戸の花嫁  あの鐘を鳴らすのは・・

1973 年 S48 トイレットペーパー買いだめ 岡田会長  他人の関係  神田川

1974 年 S49 田中角栄総理辞表 岩瀬会長  夜空  なみだの操

1975 年 S50 ベトナム戦争終結 竹内会長  心のこり  ともしび

1976 年 S51 ロッキード事件 松井会長  横須賀ストーリー  およげたいやきくん

1977 年 S52 北方四島・漁業交渉 15周年 鳥居会長  U F O  青春時代

1978 年 S53 日中友好条約 鈴木会長  かもめが翔んだ日  与作

1979 年 S54 東京サミット開催 梶川・鈴木会長  関白宣言  夢追い酒

1980 年 S55 山口百恵/さようならコンサート 江口会長  とまり木  帰ってこいよ

1981 年 S56 「ハチの一刺し証言」 山田会長  奥飛騨慕情  恋人よ

1982 年 S57 日航機羽田沖に墜落 20周年 高須会長  大阪しぐれ  待つわ

1983 年 S58 大韓航空機撃墜/ソ連 村井会長  さざんかの宿  氷雨

1984 年 S59 西側だけの五輪/ロス 神谷会長  つぐない  長良川艶歌

1985 年 S60 日航ジャンボ墜落 高須会長  六本木心中  海の祈り

1986 年 S61 原発大事故/チェリノ 加藤会長  雪國  男船

1987 年 S62 国鉄解体・JR発足 25周年 小出会長  北の旅人  雪椿

1988 年 S63 リクルート事件 神谷会長  とんぼ  夢おんな

1989 年 S64 昭和天皇崩御 平成１年 小嶋会長  酒よ  川の流れのように

1990 年 H2 ゴルバチョフ大統領就任 稲吉会長  真夏の果実  おどるポンポコリン

1991 年 H3 雲仙普賢岳で大火砕流発生 30周年準備　会員60名へあと一歩 　　小松会長  火の国の女  酒場

1992 年 H4 大規模小売店舗法施行 30周年 石原会長  心凍らせて  白い海峡

1993 年 H5 皇太子・雅子さま御結婚 コンサート(公)　　 鈴木会長  蜩(ひぐらし)  影法師

1994 年 H6 関西国際空港が開港 磯貝・高須会長  紅の舟唄  恋の酒

1995 年 H7 阪神・淡路大震災 IM幹事 (三ヶ根グランドホテル)    鈴木会長  夢街道  ベサメムーチョ

1996 年 H8 羽生善治が将棋のタイトル七冠独占 脱会防止を・・・35周年準備 　　西脇会長  珍島物語  あなたに逢いたくて

1997 年 H9 SONY新メモリー発売 35周年 長田会長  麗子  ダイナマイト

1998 年 H10 Windows 98発売 姉妹クラブ訪問　米国サンリアンドロRC　 都築会長  二輪草  アメリカ橋

1999 年 H11 地域振興券（2万円の商品券） 黒野会長  孫  TSUNAMI

2000 年 H12 三宅島噴火で全島民避難 石川会長   箱根八里の半次郎  白い恋人たち

2001 年 H13 小泉内閣発足 40周年準備　会員55名へGoGo活動 　川部会長  サボテン  大井追っかけ音次郎

2002 年 H14 東海と三和　UFJ銀行 40周年 松葉 　　　松井会長  涙そうそう  地上の星

2003 年 H15 オレオレ詐欺が横行 カンヤ芸能会長活躍 　　山田会長  世界に一つだけの花  浮雲ふたり

2004 年 H16 鳥インフルエンザ/初大流行 植樹奉仕活動 　　山下会長  キューティ ハニー  湿原

2005 年 H17 愛知県で「愛・地球博」が開幕 地球博ROTARY館訪問 小池会長  居酒屋「敦賀」  ここにしか咲かない花

2006 年 H18 荒川静香/トリノ五輪 45周年準備 　　　杉田会長  熊野古道  雪の海峡 津軽

2007 年 H19 作詞家 阿久悠氏 永眠 45周年 松葉 神谷会長  千の風になって  ひとり薩摩路

2008 年 H20 全面禁煙化(まず、タクシーから) 大好評"男の料理" 　　　都築会長  夜明け前  愛のままで

2009 年 H21 裁判員制度スタート 会長体調不良9月～ 　　牧野会長  人恋酒場  伊根の舟屋

2010 年 H22 小惑星探査機「はやぶさ」が地球に帰還 例会場変更/3C例会(葵かを里ショー)松葉 　　山下会長  おしろい花  雨降る波止場

2011 年 H23 東日本大震災・巨大津波来襲 サンリアンドロRC15名一色来訪「伊勢へ」 　篠田会長  お前を離さない  月物語

2012 年 H24 (福島1原発3基メトルダウン) 50周年 山本眞輔展他 　　　石川会長  雨の裏町  南部蝉しぐれ

2013 年 H25 出雲大社と伊勢神宮がそろって遷宮
西尾一色RCへクラブ名称変更
地区協議会ホスト(ナゴヤキャッスル)

　　鈴木会長  酒の河  海猫

2014 年 H26 消費税が5%から8%に増税 山下会長  峠越え  雨の港町

2015 年 H27 イスラム国が日本人2人を殺害 笠井会長  あぁ あんた川  蒼い糸

2016 年 H28 ドナルド・トランプ 就任 55周年準備 　　鳥居会長  九頭竜川  扉

2017 年 H29 北朝鮮ミサイル実験多発 55周年 記念旅行 　早川会長  女は抱かれて鮎になる  雪の兼六園

2018 年 H30 平成天皇退位予定

「森会長/チャーター」

西尾一色ロータリークラブ・年表

西暦 主なヒット曲西尾一色RC経過

 


