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【本日の卓話】

「

長瀬楽人会活動報告

2017/8/3
6/29：100％

」

7/6：98.04％

長瀬楽人会

7/13：100％）

代表 上原 久 様

8 月は会員増強・新クラブ結成推進月間です！

【前々回の会長挨拶】
先日報道関係５社及び４RC との懇談会がありました。ロータリークラブを続けていく上
でメディアを通して何らかの発信をしていく事は大変重要なことだと思います。他クラブ
と色々話している最中、特に考えさせられる案件としてはまず、RI からの課題であります
１人１本の植樹事業であります。既に岡崎 RC・岡崎城南 RC は概ね検討を始めているそ
うでございますが、簡単な問題では無いと思っておりますので皆さんの意見も聞きながら
進めて行こうと思います。またもう一つはローターアクトの会員増強の問題です。学生をターゲットに募集をか
けたらどうだとか、年会費が取れるのかなどと意見が出ておりました。ロータリークラブの卓話でお願いするだ
けでなく、私が思うところはローターアクト会員自身が実際に会社訪問を行いクラブの価値観などをアピールし
ていかなければ会員増強に繋がっていかないのではないかと思います。皆さんのお考えはどうでしょうか。

【前々回の卓話】

「

今年度事業計画

」

国際奉仕委員長
青少年奉仕委員長

加藤和志君
金本孝美君

【加藤和志君】国際奉仕委員会は、今年度も「カンボジア教育支援事業」を継続していきます。単年度では行え
ない事業であるこの委員会ですが、今回は若い会員の皆様にこちらの委員会活動をより理解しいただく為、カン
ボジアに対し支援事業をはじめた経緯などを、当時会長であった手嶋さんより発表していただきます。
 国際奉仕委員会 カウンセラー
手嶋 明 君
奉仕事業の中でも取分け「国際奉仕」は“相手の喜ぶ表情などが見えない”と言う事で、私が 36 年度の会長を
務めている時に、現地へ直接赴くことを目標に計画を立ち上げました。当時の米山奨学生コンティリ君の母国で
あるカンボジアを支援先に決め、現地では彼の友人であり本事業の立案・中心協力者ソテアラ氏の夢でもあり目
標である“ティタゴイ村小学校の新校舎建造”を支援事業として活動を開始しました。当初ソテアラ氏が 3 年越
しに構想を練っていたこの事業ですが、会長任期の間に成し遂げたいという私の思い（事業開始年は私が会長エ
レクトの年なので実質期間 2 年）を、当時の会員の皆様はじめロータリー財団の補助金など多大なご協力を賜り、
無事に実を結ぶことが出来ました。そしてその甲斐あってか、完工式典ではまさに現地の方の喜びや期待感を肌
で感じる事ができ、共に尽力してくれた他会員と共に大変すばらしい経験をさせていただくことが出来ました。
【金本孝美君】先日、青少年奉仕部門の各委員長と共に、山内隆一カウンセラーにお時間をいただき勉強会を行
いました。そこで各委員会が考えている事、やってみたい事を相談していきながら、当クラブとして本年度地区
方針である「ロータリーファミリーとの連携強化」に努めてまいります。その一環という訳ではありませんが、
青少年奉仕としての移動例会も行う予定です。その折には青少年達と触れ合って頂けるよう考えておりますので
たくさんのご参加を宜しくお願いいたします。
 インターアクト委員会
委員長
三城 偉央 君
当委員会活動としては光ヶ丘女子高を提唱しており、今年も海外派遣研修（オーストラリアのパースへ 1 名）を
予定しています。また、7 月 17 日に年次大会が執り行われました（詳細はフェイスブックにてご覧いただけま
す）。しかしながら今ひとつロータリークラブとインターアクトとの意思の疎通が出来ていないように感じられ
ました。今年度はもう一歩踏み込んで、より深く交流できるように頑張りたいと思います。
 ローターアクト委員会
委員長
佐野 真琴 君
年々ローターアクト会員数が減少しています。次世代のロータリアンを育てるべく会員増加・増強のお手伝いを
していきたいです。また、ローターアクト会員の活動を皆様にご報告しながら、アクトとさらに良い関係になっ
て行けるように、金本委員長にご指導を賜りながら１年頑張っていきますので宜しくお願い致します。
 RYLA 委員会
委員長
柴田 敏光 君
16～30 歳までの若い世代を養成していくという事で私も若返った気持ちで一緒に勉強していければと思いま
す。また、３月には１泊で RYLA 研修もありますので、そこでも交流して色々学びたいと思っております。１年
間どうぞよろしくお願いいたします。
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梅村君

金本君

手嶋君 加藤君

手嶋国際奉仕カウンセラー

幹事報告(安井健次君)

金本青少年奉仕委員長

生駒会長よりお礼の言葉

親睦委員会 7/27 新年度親睦夜間例会のご案内
ニコボックス委員会

【第８回理事会報告】7/13 臨時理事会
・鈴木公市君配属委員会 クラブ奉仕：会場委員会
7/20
四大奉仕 ：ローターアクト
 生駒尚久君 暑くなりました。体に気を付けて下さい。
■ 7/21(金)15 時～地区会員増強セミナーが開催され、
 池田正君
ひよどり会総会無事終了しました。沢山
新浪会員増強委員長･幹事安井が出席します。
の参加ありがとうございました。
■ 7/25(火)14 時～名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙにて地区内クラブ
 小木曽進君 猛暑が続いております。熱中症に気をつ
危機管理セミナーが開催され、幹事安井が出席します。
けて下さい。
■ 7/27(木)15 時～名鉄ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙにて地区公共イメー
 橋本義紀君 家内の妹の子が、茨城の水戸一高で甲子
ジ向上委員長会議が開催され、坂野君が出席されます。
園を目指して頑張っていましたが、３回戦で敗れ残念。
■ 7/28(金)15 時半～名鉄ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙにて、地区国際奉仕
今後は学業に専念とのこと。
委員長会議が開催され、加藤委員長が出席します。
 小林清文君 春名君お世話になりました。ドットアン
■ 7/26(水)～8/3(木)迄オーストラリアパースにて、第
ドブルー素晴らしいお店ですね。又行きます。
30 回インターアクト海外派遣研修が実施され、光ヶ丘
 金本孝美君 本日卓話をさせて頂きます。
女子高等学校ＩＡＣ渡邉美樹さんが参加されます。
 長坂勲君･新浪勝也君･小出一輔君 ニコに協力します。
■ 7/24(月)16 時半～竜美丘会館にて１３クラブ親善ス
 就任退任の皆様よりニコを頂戴しました。
ポーツ大会打合会が開催され杉田委員長が出席します。 7/27
■ 次週 7/27 は新年度親睦夜間例会です。午後 6 時～魚
 市川幾雄君 あずま会取切戦で優勝しました。初めて
清ですのでお間違えのないよう宜しくお願いします。
です。実力ですかね！！
■ 本日例会終了後、第３回クラブアッセンブリーを開催
 小木曽進君 本日はご利用誠にありがとうございます。
します。出席対象者の方は宜しくお願いいたします。
 中川和弘君 生駒丸が燃料切れにならないようにバッ
■ 例会変更の案内は週報あづまをご覧ください。
クアップします。
ビジター報告 7/20 なし／7/27(サイン受付)34 名
 新浪勝也君 ３ヶ月ぶりです。土曜日はワクワクする
日になります様に。
出席委員会
7/20 の出席率 88.46%(欠席 6 名)
 杉田広喜君 今年度はじめての親睦会です。ご参加あ
前々回(7/6)修正出席率 98.04%(欠席 1 名)
りがとうございます。
7/27 の出席率 75.51%(欠席 12 名)
前々回(7/13)修正出席率 100%(欠席 0 名)

【前回の会長挨拶】
大変暑い日が続いておりますが皆さんお体の調子はいかがでしょうか。私も普段外と中
の出たり入ったりが多くあまり体調がよろしくありません。などと毎年言っておる内に
秋へとなってしまうものですが…。又、新聞や何かを見ていてもあまり良いニュースが
出てなく、景気の良し悪しよりも政府官僚の話、北朝鮮の話、またヒアリの話などの方
がよく載っておるような気がします。私共の業界で言いますとヒアリと聞きますと「ヒ
ヤリハット災害」というものをすぐ連想してしまいます。現場等でヒヤリとかハットし
た事例があればすぐにそれらを検討して重大事故を未然に防止するという安全対策がございます。皆様に限っ
ても体調面などで少しでも「ヒヤリハット」するような事がございましたら、すぐに病院などに行って検査し
てもらうなどくれぐれもご無理なさらないよう、ご自愛ください。

【前回の例会】

「

新年度親睦夜間例会
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」

～ 魚清～

手に手つないで

【会議報告】地区国際奉仕委員長会議

国際奉仕委員長 加藤和志

7 月 28 日名鉄グランドホテルにて、地区国際奉仕委員長会議が開催されました。会議
では、過去のＷＦＦの収益金の報告と、グローバル補助金について説明がありました。卓
話では、元ＪＩＣＡ職員の圓谷（つぶらや）様のラオス支援の現状とロータリーの役割の
興味深い話がありました。
８月の例会予定
例会予定

例会会場

8/10(木)12:30～
8/17(木)

岡崎市竜美丘会館「501」

「新会員卓話」鋤柄英明君

定款第 8 条第 1 節の規定により休会です

8/24(木)12:30～
8/31(木)

内容

岡崎市竜美丘会館「501」

「今年度事業計画」国際奉仕委員長/青少年奉仕委員長

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

8 月 4 日（金）

安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

8 月 8 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

8 月 11 日（金）

安城

法定休日により休会

8 月 14 日（月）

豊田西･豊田三好

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

8 月 15 日（火）

岡崎南･岡崎城南･西尾･豊田中 定款第 8 条第 1 節の規定により休会

8 月 16 日（水）

岡崎･碧南･豊田東･三河安城

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

8 月 28 日（月）

豊田西

名鉄トヨタホテル 7 階 例会場 11:30～12:30

8 月 29 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

8 月 29 日（火）

西尾

西尾信用金庫中央支店 204 号室 11:30～12:30

8 月 30 日（水）

碧南

碧南商工会議所 1 階事務室 11:30～12:30

8 月 30 日（水）

豊田東

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

同好会便り
同好会
あづま会

開催予定日
未定

ひよどり会 8 月 10 日(木)
写楽会

場所

内容

未定

定例会

チャーム

定例会

有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示
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駐車場使用不可

同好会便り

あづま会同好会メンバー

三城偉央

「あづま会総会」
７月２６日にあづま会総会が魚清さんにて行われました。前年度の活動報告・収支報告
の後、競技細則についての議論も交わされました。今年度は開催日を減らして多数参加
して頂けるような内容にするなどの方針で一致いたしました。
当日は暑い中でしたが、定例会・取切線がトラディション GC にて行われ、小林直前会
長と酒井直前幹事も参加されました。 そんな中、市川幾雄君が見事ダブル優勝を飾ら
れまして、雄弁なスピーチと乾杯の音頭をとられた後、賑やかに懇親会が行われました。

同好会便り

ひよどり会同好会メンバー

三城偉央

「ひよどり会総会」
７月１３日午後６時半よりチャームにて平成２８年度ひよどり会収支報告総会が行わ
れました。 池田さんの収支報告が無事終わり、その後生駒会長の挨拶、また安井幹事
の乾杯の音頭と同時に熱いカラオケ大会の始まりとなりました。
通常の同好会に比べ１８人と多数の会員が参加され、のど自慢の合戦が繰り広げられま
した。魚清さんの美味しい料理と池田さんの差し入れのワインなどもあり、大変賑やか
な会となりました。

♪♪ ＡＺＵＭＡ 気まぐれグルメコーナー ♪♪

第２回

安井健次君

「今なら岩がき」
西蔵前町に「すしりき」という寿司屋があります。普段から度々、訪れますが、そ
の時期の旬な食材を提供してくれる店です。寿司屋でありますが、寿司だけでなく、
天ぷら、煮付け、焼き物等、様々なメニューがあり、可能な範囲でリクエストにも答
えてくれます。紙面では言えないメニューも。
先日は、今日食べるならと岩がきを薦められました。これからが旬となる岩がきは、
程よく大振りで、口いっぱいに広がり、とても美味でありました。
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