45 期【No18】第 2138 回例会
（過去 3 回の修正出席率
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【本日の卓話】
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」
12 月は疾病予防と治療月間です！

ぁ

【前回の会長挨拶】
本日は新しくなった岡崎市民会館で例会をさせていただきますが、私の方も会場が変わる
だけでこんなに緊張するものかなと感じております。一年程前に改修工事をさせてもらい
ました。改修前は大変使い込んでおるなと思いましたが、建物もメンテナンスをすればこ
んなに良くなるのだなと驚いております。話は変わりまして先週末、親しい友人と久しぶ
りに東京の方へ行ってまいりました。観光で夜は屋形船に乗ってきましたが、ちょうど同
じ時間に当クラブのメンバーの方も東京湾上にいたと聞きましたがいかがだったでしょ
うか？翌日はアクアラインにて、海ほたるにも行ってきました。海底トンネルから地上に出たときの景色が素
晴らしかったですが、女性ですと立っているだけで飛ばされそうな程の強風が吹いておりました。私達は何と
か持ちこたえました。初めてのアクアラインでしたが、私も土木に携わる者として、よくも海の上にこんな巨
大な建造物を造れるものだなと思いました。改めて日本の技術の高さに感心いたしました。

【前回の卓話】

出張例会

「

多文化共生社会への取り組み
国際交流 NGO

」

Viva おかざき！!

代表 長尾晴香 様

私がこの“Viva おかざき！！”を作ったきっかけは、就職で岡崎に住みだした頃には知
り合いもいなかった為、仲間作りとして国際交流ボランティアに入りました。そこで多く
の外国人が「衣・食・住」や文化の違いに戸惑い苦労している事を聞き、高校・大学時代
に留学した際に私も「外国人」として苦労した事、また現地の方々に助けていただいた事
を思い出し、私にも力になれることがあるのでは？と思い、仲間と共に作りました。
『多文化共生』
、日本に暮らす外国人と、どう共生していくか？といく事ですが、私達の
これまでの活動内容としては、情報提供のサポート(生活に必要な情報 ※防災訓練や、
子供セミナーなど)や、子供向けの日本語教室、親向けのセミナー、また日本語教育事業(日本語教室)では、実生
活そのままの体験型として商店街やスーパーマーケット、バスなどで行っています。また、今後の新たな事業と
して外国人の就労サポートなども計画しています。そんな私達から、皆様ができる「多文化共生」の取組みのひ
とつとして『やさしい（易しい・優しい）日本語』を外国人に対し活用していただければ、更なる良い国際社会
になるであろうと思っています。すべては“Viva(バンザイ)”と思える社会のために、今後も様々な取組みを行
って参ります。

黒井ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長と長尾晴香様

「多文化共生社会への取り組み」

岡崎市民会館での出張例会

会長よりお礼の言葉

をお願い申し上げます。
 2017-18 年度地区大会事務局より地区大会のお礼状  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。
が届いています。出席されました皆様お疲れ様でした。

本日例会終了後ローレライにて第 4 回創立 45 周年実行
 本日 14 時より名鉄グランドホテルにてクラブ職業奉仕
委員会を開催します。対象者はご出席をお願いします。
委員長会議が開催され石川委員長が出席します。
 次週 12/7 はクラブ年次総会です。次年度の理事役員を ビジター報告 【サイン受付】37 名
選出する重要な議事が予定されております。全員の出席 出席委員会
本日の出席率 86.79%(欠席 7 名)

幹事報告(安井健次君)
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前々回(11/9)修正出席率 96.23%(欠席 2 名)
RYLA 委員会 3/24･25 地区 RYLA セミナー受講者
再募集のお願い

 新浪勝也君
 春名祐樹君

ルメールさんありがとう。
先日お店に来て頂いた皆様方、誠に有難う
ございました！楽しかったです！
 三城偉央君 dot＆blue にお邪魔してきました。とても
ニコボックス委員会
お洒落なお店でした。
 加藤和志君 長尾晴香様を歓迎します。

長坂貴之君 地区大会を欠席してしまいすみませんで
 宇野弘隆君 光ヶ丘女子合唱部 OB 中心で作っている
した／今週の土.日にリブラでダンス公演があります。成
Voci Brillanti が全日本合唱コンクール同声の部で最優
功を祈って！
秀をとりました。

長坂勲君･小出一輔君 ニコに協力します。
 市川幾雄君 今年最後のあづま会、コンペ参加者が少な
かったので優勝できました。

11 月の DONATION
ロータリー財団

財団小銭寄付金

米山奨学会

米山小銭寄付金

ニコニコ BOX

11 月

\484,000

\3,822

\100,000

\3,340

\57,000

今年度累計

\506,000

\16,816

\750,000

\17,292

\486,500

１2 月の慶祝
会員誕生日

おめでとうございます

鈴木圭介君（S45.12.9）

春名祐樹君（S48.12.13） 生駒尚久君（S33.12.18） 西脇謙二君（S46.12.24）

原田耕平君（S12.12.26） 安井健次君（S44.12.26）
ご家族誕生日

おめでとうございます

草野信隆君 瞳様(12.1)

中川和広君 雅美様(12.4)

南

鉉君 なみえ様(12.6)

佐野真琴君 健一様 (12.14)

生駒尚久君 悦子様 (12.16)
結婚記念日

おめでとうございます

安井健次君 (H10.12.15) 草野信隆君 (S38.12.11)
入会記念日

おめでとうございます

岩月鋹廣君 (S53.12.7)
皆出席

手嶋 明君 (S57.12.2)

畔栁秀幸君 (H18.12.7)

お め で と う ご ざ い ま す （ 11 月 入 会 者 ）

長坂 勲君 (35 年)

小林清文君 (18 年)

三城偉央君 (4 年)

杉田広喜君 (3 年)

梅村順一君 (15 年)

近藤金作君 (10 年)

12・１月の例会予定
例会予定
12/16(土)18:00～

例会会場
三河湾リゾート リンクス

12/21(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」

内容
「年忘れ親睦家族例会」
（12/14 の例会変更です）
「半期を振り返って」会長 生駒尚久君/幹事 安井健次君

12/28(木)

定款第 8 条第 1 節の規定により休会です

2018/1/4(木)

定款第 8 条第 1 節の規定により休会です

【会議報告】地区職業奉仕委員長会議

2017 年 11 月 30 日(木) 職業奉仕委員長

石川雅規

11 月 30 日(木) 名鉄グランドホテルで地区内職業奉仕委員長会議が開催されました。神野ガバナーから挨拶を頂き、
村井ガバナーエレクト、早川地区研修実行委員長より職業奉仕のとらえ方について卓話をして頂きました。
グループディスカッションでは各地区５～６名に分かれ卓話の内容についての論議をしました。
ロータリーの歴史、ロータリーの目的、初期のロータリーと現代のロータリーの考え方の違い、クラブ内での職業奉
仕委員会の位置付け、会員増強、職業倫理、奉仕の理念とは、様々な内容ついて論議されました。
まとめとしては、4 つのテストを常に唱える事で職業倫理感を高めていく、自分の職業に対してではなく自分の職業
を通してなにができるか、自分の職業上のスキルを生かした奉仕活動こそが職業奉仕活動である、それらを考える意味
深い会議になりました。
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クラブ例会変更・休会のお知らせ
変更予定日

RC 名

12 月 8 日（金）

安城

サイン受付場所
碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

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 18 日（月） 豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

12 月 18 日（月） 刈谷

刈谷商工会議所３階事務局 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

12 月 19 日（火） 岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

12 月 19 日（火） 豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

12 月 20 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 22 日（金） 安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

12 月 22 日（金） 西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30

12 月 25 日（月） 豊田西･豊田三好･刈谷

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

12 月 26 日（火） 岡崎南･岡崎城南･豊田中

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

12 月 27 日（水） 碧南

碧南商工会議所 1 階事務室 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

12 月 13 日(水)18:00～

魚 清

ひよどり会

12 月 14 日(木)

チャーム

写楽会

忘年会（今回はラウンドなし）
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

♪♪ ＡＺＵＭＡ 気まぐれグルメコーナー ♪♪

第７回

清水幹良君

焼肉・韓国料理「ソウルカルビ」
時々家族で利用していますが、特にランチが評判で、週末ともな
るとあっという間に満席になるお店です。130 年に渡って継承さ
れている秘伝のタレでいただくお肉や、ネット販売もされている
キムチも人気です。六名にある本店の他に、稲熊 2 号店、戸崎の
葵湯の中にも支店があるそうです。
住所：岡崎市六名東町５－１
TEL：0564-54-2941
営業時間：
ランチ 11:30～13:30／ディナー17:00～22:30（L.O22:00）
休日： 月曜
※これはいずれも本店(六名)の情報です。稲熊他は各自お問い合わせ願います
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大井川鉄道 南アルプスの旅！

平成 29 年 12 月 3 日(日)

杉田広喜

平成 29 年 12 月 3 日(日)絶好の行楽日和の中、21 名の皆さんと「大井川鉄道南アルプス あぷとラインで行
く奥大井の旅」に参加してきました。
朝８時 20 分東岡崎駅をバスで出発、千頭駅に向かって走りました。千頭駅の近くの川根の道の駅でお弁当を
食べた後、日本でも唯一ここでしか乗れないと言うアプト式列車に乗り込みました。トロッコ列車なので振動は
ありましたが、高い標高差も難なく走り景色に見とれている間に目的地接阻峡温泉に到着しました。そして再び
バスに乗り換え千頭駅に戻り、今度はＳＬ列車に乗り換え新金谷駅に向かいました。昭和 10 年代製造ですから
戦前から走っていた訳です。私達はリニアも乗れますし、機関車にも乗る事ができる、良い時代に生きているん
だなとつくづく思いました。そして新金谷駅到着後一路、東岡崎駅までバスで無事に帰って来る事ができました。
真っ青な空と山間を走る列車、のどかな旅をする事ができとても良い思い出ができました。ありがとうござい
ました。
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