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【前回の卓話】  「 今年度事業計画 」   職業奉仕委員長   石川雅規君 

                        社会奉仕委員長   宇野弘隆君 

【石川雅規君】今年度の職業奉仕委員長を務めさせて頂きます。本年度の事業計画としましては、先日行われま

した地区協議会にて学んだ「職業奉仕とは、自分の職業を通じて顧客満足度を上げ、職業論理観を高め、社会貢

献をすることを目的として活動する事である。」をテーマ課題とすることで、ロータリーの基本理念である「四つ

のテスト」の理解に繋がっていく。それらを少しでも感じて頂ける様に、職場例会の開催など含め１年を通して

活動をしていく所存です。会員の皆様方には活動の使命にご理解いただき、ご協力をお願いいたします。 

【宇野弘隆君】平成 20 年の 4 月に入会して 9 年が経ちましたが、これまでロータリーの本質を勉強せずに過ご

してきてしまった私が、社会奉仕委員の事業計画を発表させていただくにあたり、先ず以て、社会奉仕とは何か？

ということに疑問を抱き、研修テキストを用いて勉強してみたところ「地域社会における奉仕の機会を定期的に

調査して、各クラブ員に地域のニーズを検討させる」（社会奉仕に関する声明：1992 年）とあり、またそれを

掘り下げると「社会奉仕プロジェクトの実行にあたり、望ましい・または実行可能な限り、必要とされる資金や

人材の提供まで含めて地域社会にも参加を求めること」とあります。今年度はそこを踏まえ、現段階での助成対

象事業（河合中学校ゲンジボタル・形埜小学校水質検査活動など）を今一度検討し見直すことで、また新たな事

業への開拓も視野に入れて、来る 45 周年を迎えられるように活動し、未来へ繋げていきたいと思います。 

 
卓話：石川職業奉仕委員長 

 
卓話：宇野社会奉仕委員長 

 
ビジター1 番の大須賀予偲子様 

 
ようこそ！本日のビジターの皆様 

幹事報告(安井健次君)  
【第７回理事会報告】 

・創立 45 周年記念式典実行委員会の件：承認 

・清水幹良氏推薦の件：承認 

・長瀬楽人会ＲＣＣ助成金の件：承認 

・8/10 終戦記念粗食例会の件：食事代差額￥600 米山

記念奨学会へ寄付承認 

・ロータリー情報冊子･情報ハンドブック購入の件：承認 

・ホームページ修正作業費及び管理費支出の件：承認 

・第７０回岡崎美術展の後援の件：承認 

・岡崎ローターアクトクラブ補助金支出の件：承認 

・委員会費年間￥3000 程度予算がありますので各委員

会でご検討ください。 

■ 7/17(月)第28回インターアクト年次大会が開催され、

山内地区 IAC委員･金本青少年奉仕委員長･三城 IAC委

員長が出席されます。 

■ 7/19(水)岡崎４ＲＣ会長幹事会及び報道関係者との

懇親会が開催され、生駒会長･近藤クラブ奉仕委員長･

春名公共イメージ向上委員長･幹事安井が出席します。 

■ 次週例会終了後、第３回クラブアッセンブリーを本例

会場で開催します。出席対象者の方は計画書をご持参

の上出席をお願いいたします。 

【前回の会長挨拶】 

先週の６日に今期初めて岡崎ローターアクトクラブの例会に行ってまいりました。ローター

アクトの中谷会長の所信表明と私達４RC の会長卓話も行ってまいりました。今期は７月より

２名の新入会員が加わり 12 名でスタートするそうです。私が 10 年程前にローターアクト

委員長をしていた時は 18～20 名ほどいたと記憶しています。その当時であれ、地元の企業

に会員と共に誘致をお願いに回った事もありましたが、会員増強という面では今も昔も変わ

っていないのだなと感じました。私の会社からも２年程前までローターアクトを派遣させて

いましたが、今後も当クラブより一人でも多くのローターアクトメンバーを選考していただけると有難く思います。 

「 今年度事業計画 」     国際奉仕委員長   加藤和志君 

青少年奉仕委員長  金本孝美君 

45 期【No.３】第 2122 回例会                              2017/7/20 
 （過去 3 回の修正出席率 6/8：100％ 6/22：98.15％ 6/29：100％） 

【本日の卓話】 
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ビジター報告  [岡崎 RC]1 名 [岡崎南 RC]1 名 

出席委員会  本日の出席率 80.00%(欠席 10 名) 

前々回(6/29)修正出席率 100%(欠席 0 名) 

雑誌委員会  ロータリーの友 7 月号記事紹介 

ニコボックス委員会  
 岡崎南 RC 大須賀予偲子様 今年度初めてのビジター

です。宜しくお願いします。 

 生駒尚久君 先週ローターアクトクラブの例会に出席

しました。佐野さん、金本さんご苦労様でした。 

 池田正君 本日ひよどり会総会です。お願いします。 

 手嶋明君  生駒年度の船出をお祝いします。１年間

頑張って下さい。 

 宇野弘隆君 本日卓話をします。宜しくお願いします。 

 酒井賢君  あずまに掲載されました。 

 石川雅規君 本日卓話をします。宜しくお願いします。 

 南鉉君 本日司会をします。久しぶりの司会でカミま

くって口の中が血だらけになっていると思います。 

 西脇謙二君 先週初めて登山をし、初めて登頂しまし

た。蝶ヶ岳の景色は絶景でした。 

 小木曽進君・長坂勲君  ニコに協力します。 

 就任退任の皆様よりニコを頂戴しました。 

７・８月の例会予定 

例会予定 例会会場 内容 

7/27(木)18:00～ 「魚清」 「新年度親睦夜間例会」 

8/3(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「末広」 「長瀬楽人会活動報告」 

8/10(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「新会員卓話」鋤柄英明君 

8/17(木) 定款第８条第１節の規定により休会です 

8/24(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「市政報告」岡崎市長 内田康宏様 

8/31(木) 定款第８条第１節の規定により休会です 

クラブ例会変更・休会のお知らせ 

変更予定日 RC 名 サイン受付場所 

7 月 24 日（月） 豊田三好 三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15 

7 月 25 日（火） 岡崎南 岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30 

7 月 25 日（火） 岡崎城南 岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30 

7 月 28 日（金） 西尾 KIRARA 西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30 

8 月 2 日（水） 三河安城 ホテルグランドティアラ安城 1 階 11:30～12:30 

【参加報告】第 28 回インターアクト年次大会  【春日井市民会館】  インターアクト委員長 三城偉央 

7 月 17 日(月)インターアクト年次大会へ地区委員の山内さん・青少年奉仕の金本さんと

私の３人で参加してきました。ホスト IAC の春日丘高等学校は 66 名と光ヶ丘女子高に続

いて２番目に会員数の多いクラブとなります。日頃のボランティア活動や支援事業の内容

等を各校、歌・ダンス・寸劇など自由な表現で発表されておりました。中でも光ヶ丘の発

表は素晴らしいものでありました。フェイスブックでもその動画をご覧になれます。 
 

【参加報告】岡崎ロータアクトクラブ 2017～18 年度第 1 回例会 ロータアクト委員長 佐野真琴 

7 月 6 日(木)岡崎市勤労文化センターにて開催された岡崎ロータアクト第 1 回例会に、

生駒会長･金本青少年奉仕委員長･私の 3 人で参加して参りました。第 1 回例会というこ

とで「提唱 4RC 新会長卓話」と題して開催されました。4RC の会長挨拶は新入会員の多

い岡崎ローターアクトのメンバーにとって大変貴重なお話が聞け、有意義な時間が過ごせ

たと思います。今年 1 年アクトの活気ある活動に積極的に参加していこうと思いました。  

同好会便り 

同好会 開催予定日 場所 内容 

あづま会 7 月 26 日(水) ザ･トラディション GC 定例会/取切り戦 ／ 総会(午後 6 時半～魚清) 

ひよどり会 8 月 10 日(木) チャーム 定例会 ／ 総会 

写楽会 有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示 

 


