45 期【No15】第 2135 回例会
（過去 3 回の修正出席率

「

【本日の卓話】
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ロータリー財団 次の 100 年に向けて
地区資金推進委員会 副委員長

10/12：98.15％）

」
野村紀代彦 君（刈谷 RC）
11 月はロータリー財団月間です！

ぁ

【前回の会長挨拶】
先日形埜小学校の学芸会に招かれ、岩崎環境保全委員長と行ってまいりました。水質保全
活動助成金の贈呈式もあった訳ですが、学芸会においては生徒達が環境保全をテーマに演劇
を作り、それを発表しておられました。私が１０年程前に伺ったときは、そういったものは
無かったと思います。先生たちの大変さも相当あるなと思いましたが、生徒達も大変な練習
をされた成果なのか、とても素晴らしい発表を見る事が出来ました。特に１年から３年生の
生徒たちは演技も上手で、
声が大きく立派に演技をされており、そして環境問題についても、
あの年代で相当な意識を持ってやっておられるのだなと感じました。どこの学校を探してみても、彼らより素
晴らしい活動をされている所は無いのではないかと思ってしまいます。 ここの例会においても毎年発表にみ
えてもらっており、今回改めて思いましたが、当クラブも 20 数年間支援をさせてもらっております。皆さん
も実際に見に行ってもらうと分かると思いますが、大変価値のある活動をされておられるなと思いました。話
は変わりますが、私共の会社の方ではトラックを使用しておりますが、今時の車両は大変値段の方も高いので、
最近は地方へと足を運び、値打ちな車を探しております。先週も広島まで行ってまいりました。新幹線を乗り
継ぎ三原駅まで、そこから初めての山陽本線に乗り換え、河内駅という所まで行ってきました。そこから 30
分ほど車で送ってもらいましたが、道中で見る光景がとても懐かしく感じるような昔ながらの立派な民家が並
んでおり、田んぼもとても広大で、大変素晴らしい景色でありました。案内していただいた方に話を聞いたと
ころ、実際には過疎化が著しく、現代社会の哀しい現実も垣間見たような気がしました。そんな訳で要件も終
わり帰路につきましたが、三原駅のほとんど人が居ないホームで待っていたところ、どこかで見覚えのある方
がおるなと思い、よく見ると当クラブの柴田敏光君が立っており、本当にびっくりいたしました。出張帰りの
途中下車中であったらしいですが、世間は狭いと言えど、こんな偶然もあるんだなぁと思いました。

【前回の卓話】

「

全員協議会

」

クラブ創立 45 周年記念式典 全体会議

来る、平成 30 年 4 月 19 日（木）岡崎竜美丘会館大ホールにて開催される「クラブ創立 45 周年記念式典」
開催に向けての実行委員会全体会議が行われました。先ず、山内隆一実行委員長より、今回の式典の概要説明が
あり、「今回の式典は次の 50 周年を見据えた上で当クラブが少しでも結束・活性化出来る、そういう式典にし
ていきたい」とお話されました。続いて、各委員会に分かれ各担当委員長より報告連絡がありました。これまで
3 回の実行委員会が開催され、各部門の委員長も真剣に取り組んでいます。皆で力をあわせれば必ず良い式典に
なると確信していますので 皆様ご協力の程よろしくお願いいたします。

生駒会長挨拶

11 月お誕生日おめでとう！

山内実行委員長

ようこそ！本日のビジター

 東知多ＲＣより例会場変更のお知らせが届いています。
2017 年 11 月 2 日～ル・グランルージュに移転
 11 月のロータリーレートは１＄=114 円です。
 ガバナー事務所より 2018 年 6 月 24 日カナダトロン  本日 18 時 30 分より魚清にて「指名諮問委員会」が開
催されます。出席の方は今一度スケジュールの確認を頂
トで開催の「第 2760 地区ガバナーナイト」のご案内
き、定刻までにご参集をお願いいたします。
が参っております。第１次登録締切は 12/10(日)です。
 鈴木公市君と清水幹良君の会員名簿用シールがアレン
参加をご希望の方は幹事までご相談ください。
ジケースに入っています。各自で貼り付けください。

幹事報告(安井健次君)
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 例会変更の案内が来ています。詳しくは週報あづまをご
覧ください。
 本日例会終了後、ローレライにて定例理事会を開催いた
します。役員理事の方はご出席をお願いします。
ビジター報告 【岡崎 RC】1 名
出席委員会
本日の出席率 84.91%(欠席 8 名)
前々回(10/19)修正出席率 96.15%(欠席 1 名)
ロータリー財団委員会 年次寄付/小銭寄付のお願い
国際奉仕委員会 11/30 出張例会のご案内

ニコボックス委員会


野村政弘君









梅村君先日は幹事有難うございました。

ロータリーの友「パズル de ロータリー」当選しました。
本田康英君 先回は宇野委員長はじめ会場委員会の皆
さん、会場作りお疲れ様でした。
清水幹良君 結婚 32 周年、妻と子供に感謝して。
倉内充雄君 西脇君、台風の中楽しい旅行有難うござ
いました。
鋤柄英明君 本日司会をさせて頂きます。
長坂勲君･酒井賢君･杉田広喜君 ニコに協力します。
草野信隆君 今日早退します。
皆出席喜んで！ 小木曽進君(31 年) 新浪勝也君(23 年)
鋤柄英明君(1 年)

【会議報告】第 1 回 地区内クラブ社会奉仕委員長会議

社会奉仕委員長

宇野弘隆

10 月 27 日 15 時より名鉄グランドホテルにて第１回地区内クラブ社会奉仕委員長会議が開催されました。
委員長挨拶の後、３副委員長がそれぞれ担当部門の内容を紹介したのち講演の形で進行しました。
社会奉仕部門では、愛知県防災局防災危機管理課長 内田康史様より愛知県の防災･危機管理についてお話をい
ただき、最後にＪアラートについても解説いただきました。尚、地区大会において愛知県と防災協定を締結する
予定となっています。環境保全部門では愛知県環境部自然環境課課長 内藤芳則様より、あいち生物多様性戦略
2020 について説明があり、にじゅうまるプロジェクトなるものがあることを知りました。ＲＣＣ部門では最近
提唱された名古屋名東ロータリークラブ「あいち子ども食堂ネットワークロータリー地域社会共同隊ＲＣＣ」
、宮
の杜ロータリークラブ「ＯＫＵＤＡ弁慶号ＲＣＣ」の設立までのいきさつ、クラブ内での反対があったりした苦
労話等を聞かせていただきました。ＲＣＣについては前向きに取り組んでほしい旨の依頼がありました。
11 月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

11/16(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」
11/23(木)

「インターアクト海外派遣研修報告」光ヶ丘 IAC 渡邉美樹様

法定休日により休会です

11/30(木)12:30～

岡崎市民会館

「出張例会」国際奉仕委員会担当

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

11 月 13 日（月） 豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

11 月 29 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

11 月 29 日（水） 知立

ホテルクラウンパレス知立 501 号室 11:30～12:30

12 月 8 日（金）

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

安城

12 月 12 日（火） 西尾

西尾信用金庫中央支店 204 号室 11:30～12:30

12 月 13 日（水） 岡崎

岡崎竜美丘会館 11:30～12:30

12 月 13 日（水） 豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

12 月 15 日（金） 安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

12 月 18 日（月） 豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

12 月 19 日（火） 岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

内容

あづま会

11 月 21 日(火)9:00～

額田 GC 西コース

定例会

ひよどり会

11 月 9 日(木)

チャーム

定例会

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
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