45 期【No32 号】第 2152 回例会
（過去 3 回の修正出席率
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梅村順一君・鈴木圭介君
4 月は母子の健康月間です

【前回の会長挨拶】
先週は花見例会を大変楽しく行う事が出来ました。関係者の皆さん、本当にありがとう
ございました。桜の一番ベストな時に、あの美しい歌声も聞くことが出来て、私も久し
ぶりに感動いたしました。とても思い出に残る例会となりました。話は変わりまして、
今朝事務所から出掛ける時に、竜海中学校の前で大勢の親御さんがお子さんを連れて歩
いておりました。中学校の卒業式ですかね。大変初々しかったのですが、この子たちが
将来日本を背負って行ってくれるのだと思うと、改めて教育というのは大事なことなん
だなと思いました。私の小さい頃の思い出はあまり記憶に無いのですけども、願わくばきちんと教育を受けて
立派な成人になって頂きたいと思います。皆さんも大人として、ロータリアンとして、みんなで力を合わせて
日本の将来を担う子供を応援していってもらいたいなと思います。

【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Ⅲ

再来週に控えた式典に向けて協議・決定した最終内容が各委員長より報告されました。
＝式典＝ 稲垣委員長：先ず集合時間について、実行委員は当日午前 8 時 30 分、他メンバーは午前 11 時より
実働できるように集合してください。また、午前 12 時より実際のリハーサルを行いますので対象者の方々は
本番の動きの確認をお願いします
＝来賓＝ 酒井委員長：来賓及び招待者リスト、登録者数は総勢 97 名ということで、先回と比べ若干少ないで
すが、松本東ＲＣ様より 12 名のご登録をいただき、それなりになったのではと思っています。当日は、式典
前に松本東ＲＣ様や市長へのアテンドと、祝宴後のローレライでの懇親会を主担当と考えております。
＝記念事業＝ 野村委員長：①岡崎市（才栗作業所）へ簡易トイレ 1 式を寄贈（設置済み）。贈呈式は 4 月 10
日午前 9 時より。クラブからは 8 名出席予定。 ②ロータリー財団へ寄付（金 10 万円）。③米山記念奨学会へ
寄付（金 10 万円）
。④光ヶ丘（インターアクト）へインターアクト旗を１枚、インターアクトバッジを１００
個（予算８万６４００円）寄贈。
＝記録・印刷＝ 坂野委員長：撮影については担当と撮影順など決定しました。印刷については招待状など関係
者へ既に送付完了しております。
＝祝宴＝ 近藤委員長：施設予約状況は、１８日（水）は大ホールのみ午後６時～午後９時で事前準備を予定。
１９日（木）は大ホールが終日貸切、会館側は午後１時～午後６時迄となっています。当日のクラブ会員駐車
場は、会館西側の未舗装駐車場にお願いします。来賓駐車場は正面と東駐車場を予定しており、当日に祝宴委
員分担で誘導を行います。昼食については、各自担当業務の合間をみつけて１２時前後に『ローレライ』にて
とって下さい。長坂君のダンスはじめ、祝宴ならびに懇親会までサポートしてまいります。

山内実行委員長

創立 45 周年全体会議Ⅲ

おめでとう！4 月お誕生日の皆さん

幹事報告(安井健次君)
 4 月のロータリーレートは１ドル 104 円です。
 4/11(水)ガバナー事務所にて第３回ロータリー財団
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ようこそ！本日のビジター

全委員会が開催され、野村地区ロータリー財団監査委
員が出席します。

 4/6(金)さなげ CC にて第２５回西三河中分区親睦ゴ
ルフ大会が開催され 14 名の方に参加して頂きます。
【第２０回理事会報告】
 ３/22(木)例会前の臨時理事会にて 2019-20 年度ガ
バナー補佐候補者として市川幾雄君を推薦することに
ついて承認されました。
 4/10(火)才栗作業所にて創立 45 周年記念事業贈呈式
が開催され生駒会長始め８名で出席します。
 4/11(水)第 51 回岡崎ゲンジボタル幼虫放流式が開催
され、生駒会長、宇野社会奉仕委員長、幹事安井が出
席します。
 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(3/22)修正出席率 100%(欠席 0 名)

ニコボックス委員会
 山内隆一君












本日 45 周年式典全体会議を行います。
よろしくお願いします。
南鉉君 今日司会をします。よろしくお願い致します。
倉内充雄君 前回の花見例会では出席された方々にニ
コにご協力頂きましてありがとうございました。
青山俊次君 孫がパイロットになる大学に入学しました。
長坂勲君 ダイワハウスさんありがとうございました。
春名祐樹君 先週花見例会楽しみにしてましたが風邪
で欠席になって残念でした。すみませんでした。
三城偉央君 中分区ゴルフに向けて１年ぶりに練習し
てきました。大ピンチです。
鋤柄英明君 ５０歳になりました。
小出一輔君 ５０歳になります。
岡田祥輝君 先日の花見例会で子供の事情で途中退席
となってしまいすみませんでした。
小木曽進君 ニコに協力します。
加藤和志君 皆出席を喜んで。

４月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

4/19(木)15:00～ 岡崎市竜美丘会館「大ホール」 「クラブ創立 45 周年記念式典」
4/26(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「年男放談 PartⅤ」中根匡規君・鈴木公市君

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

4 月 18 日（水）

豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

4 月 20 日（金）

西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30

4 月 23 日（月）

豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

4 月 25 日（水）

碧南

碧南商工会議所 1 階事務室 11:30～12:30

全クラブ

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

5 月 8 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

5 月 9 日（水）

豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

5 月 15 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

5 月 22 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

5 月 22 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

5 月 23 日（水）

岡崎

岡崎竜美丘会館 11:30～12:30

5 月 23 日（水）

知立

ホテルクラウンパレス知立 501 号室 11:30～12:30

4/30～5/4

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

内容

あづま会

未定

未定

定例会

ひよどり会

4 月 12 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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