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５月は青少年奉仕月間です  
 

【前回の卓話】      「   年男放談 PartⅤ   」    中根匡規君・鈴木公市君 

【中根匡規君】この日を迎えるにあたり、私が皆様に何を話せるかと頭を悩ませましたが、消去法で考えた結果、

身の上話を少々ご披露させていただきます。仕事は、自動車の流体物用の配管加工をさせていただいておりま

す（主に一般車両ですが、救急車や自衛隊車両も）。趣味はこれまでに仲間との海釣りや草野球、車好きから

「ジムカーナ」競技にのめり込んでいた事もありましたが、結婚・出産（妻が）と共に下火・消滅し、今では

子供のサッカー観戦（送迎）くらいになっています。 あと、私と祖父（中根鎮夫：９代岡崎市長）との四方

山話を少し・・。運動会の来賓挨拶で、前日に「お爺ちゃん話し長いから短めに！」と言ったことに答え、「み

なさん頑張ってください！」の一言で終わらせた為か、後の来賓も明らかに短く、式もあっという間に終わっ

てしまった事。中学時代には、防火ポスターで「市長賞」をいただく事になった為、周りから疑惑の声があが

り弁明するのに苦労した記憶も今となれば良い？思い出です。ロータリー８年生となり、活動も本質として悩

むことも増え、常に自問自答しております。諸先輩方はじめ皆様に色々ご指導いただきながら進んでいきたい

と思っておりますので、これからも宜しくお願いいたします。 

【鈴木公市君】私は昭和４５年に藤川で生まれ、地元の小中学校へと進み、城西高校では囚人のような生活に３

年間耐え、夢を抱いて進学した大学（群馬県の上武大学。箱根駅伝の常連大学）では女子が一学年に２～３

人という現実に夢破れ、そのまま帰郷し父の会社（現職：株式会社スピードキング）へ入社しました。この

会社は昭和４７年、中古車を一家に一台！の時代到来に先駆けて、車のクリーニングに目を付け一番に始め

ました。そしてボディ磨き、ボディコーティング（平成３年、洞町にて開業）へと事業を拡大してゆきまし

た。このコーティングは当時どこも取り扱いがなかった為、新聞広告を一度載せるだけで一月は仕事を確保

できるくらいでした。現在は厳しいながらもトヨタ・日産・三菱・ベンツ・ＢＭＷ様等とお付き合いさせて

いただいております。 そこで車のボディメンテナンスのアドバイスを少々。①今はガラスコートが主流な

ので、水分は早めに拭き取らないと水染みになり落ちなくなります。②花粉や黄砂、鳥のフンにはタオルを

乗せて、そこに７５℃位の熱湯をかければ綺麗になります。以上、お試し下さい。まだまだ話は尽きません

が、続きは６月の「新入会員卓話」にてご披露させていただきます。ありがとうございました。 

 
本日の卓話の中根君と鈴木公市君 

 
年男放談：中根匡規君 

 
年男放談：鈴木公市君 

 
ようこそ！本日のビジター 

 

幹事報告(安井健次君)   名古屋大須ＲＣより地区大会記録誌が届きました。併

【前回の会長挨拶】 

先週の創立 45 周年記念式典、大変ありがとうございました。会員の皆様のご協力の

おかげで無事に終えることが出来ました。特に実行委員の方に関しては 2 日目も大変

ご苦労をお掛けしました。松本東ＲＣの方々も大変満足して帰られたと思います。 

また長坂君に関してはダンスの方ご苦労様でした。大変長時間体力を使い、皆様を喜

ばせて頂き感謝しております。地区研修協議会から 45 周年と続きまして、今週の日

曜日には 13 クラブ親善ソフトボール大会という事で、ロータリーの行事が目白押し

です。初戦は強敵と当たりますがそこを破れば必ずや優勝出来ると思います。その暁

には当クラブのユニホームを作って頂きたいなと思っておりますので、親睦委員長よろしくお願いします。 
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 （過去 3 回の修正出席率   3/29：97.92％ 4/5：100% 4/12：100%） 

【本日の例会】              「   全員協議会   」    山内隆一君・池田正君 
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せて地区大会実行委員会事務局が閉鎖となります。 

 春日井ＲＣよりビジターフィー変更のお知らせが届い

ています。７/１日～4,000 円に変更となります。 

 4/27(金)次年度西三河中分区第１回会長幹事会が開

催され、野村エレクト･坂野副幹事が出席します。 

 4/29(日)岡崎市中央総合公園運動広場にて13クラブ

親善スポーツ大会が開催されます。出場選手の皆さん

の大活躍を期待しております。 

 次週5/3は定款第８条第１節により、休会となります。 

 次々週 5/10 例会からクールビズとなりますが、上着、

バッジの着用をよろしくお願いします。 

 4/28(土)～5/6(日)の間、事務局はお休みとなります。

緊急のご連絡は幹事の安井までお願いします。 

 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。 

副幹事報告(坂野弘君)  
 本日例会終了後、次年度第 1 回クラブアッセンブリー

を開催します。 

ビジター報告 【名古屋東 RC】1 名【岡崎 RC】1 名

【岡崎南 RC】1 名 

出席委員会    本日の出席率 88.89%(欠席 6 名) 

前々回(4/12)修正出席率 100% 

親睦委員会 13 クラブ親善スポーツ大会のご案内 

      日帰り親睦家族例会のご案内(5/20) 

ロータリー財団委員会 ご浄財のお願い 

ニコボックス委員会  
 生駒尚久君 45 周年皆様お疲れ様でした。本日久しぶ

りに可愛いバニーちゃんのお店に行ってきます。 

 山内隆一君 創立45周年記念式典無事終わりました。

皆さんありがとうございました。 

 足立汎和君 松本東ロータリークラブとの交流会に多

数参加して頂き、ありがとうございました。 

 杉田雄男君・長坂勲君 45 周年の記念式典で感謝状を

頂き、ありがとうございました。 

 市川幾雄君 45 周年親睦ゴルフで松本東 RC のメン

バーから式典が素晴らしかったとの言葉を頂きました。 

 稲垣寿君 45 周年記念式典お疲れ様でした。ありがと

うございました。 

 長坂貴之君 45 周年で踊らせて頂きありがとうござ

いました。出演者一同楽しんで踊らせて頂きました。

昨日ギックリ腰をしてしまいました。 

 青山俊次君･池田正君･新浪勝也君･小林清文君 皆様、

45 周年お疲れ様でした。 

 野村政弘君 本日、次年度第１回クラブアッセンブリ

ー宜しくお願いします。又 4/29 の１３クラブ親善ソ

フトボール大会、多くの会員の参加をお願いします。 

 杉田広喜君 4/29 の 13 クラブ親善ソフトボール大

会応援よろしくお願い致します。 

 坂野弘君 杉田雄男さんお気遣い有難うございました。

小林清文さん有難うございました。３人目の孫が産ま

れました。地区研修協議会へ参加有難うございました。

本日のクラブアッセンブリーよろしくお願いします。 

 中根匡規君 本日、卓話をさせて頂きます。 

 鈴木公市君 本日卓話よろしくお願いします。 

 清水幹良君 ニコに協力します。 

４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 

４月 \204,000 \4,443 \100,000 \4,398 \57,000 

今年度累計 \742,400 \39,628 \989,200 \35,469 \816,500 

5 月の慶祝 

会員誕生日  おめでとうございます  

柴田敏光君(S37.5.7) 鈴木公市君(S45.5.9) 三城偉央君(S48.5.31)  

奥様誕生日  おめでとうございます  

長坂 勲君 一江様(5.7) 林孝夫君 恵美子様(5.8) 長坂貴之君 知子様(5.20) 近藤金作君 敦子様(5.21) 

結婚記念日  おめでとうございます  

宇野弘隆君(H2.5.3) 杉田広喜君( H2.5.4) 石原靖増君(S39.5.12) 倉内充雄君(H12.5.25) 

小林清文君(S54.5.26) 生駒尚久君(S58.5.30) 青山俊次君(S42.5.30)  

入会記念日  おめでとうございます  

市川幾雄君(H7.5.11) 小出一輔君(H28.5.12) 長坂貴之君(H29.5.18)  

皆出席  おめでとうございます（4 月入会者）  

宇野弘隆君（10 年） 南  鉉君（8 年） 岩崎靖彦君（5 年） 金本孝美君（5 年） 
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【前回の例会】 「クラブ創立 45 周年記念式典」4 月 19 日(木)15 時～岡崎市竜美丘会館大ホール 

平成 30 年 4 月 19 日(木)午後３時より竜美丘会館大ホールにおいて、クラブ創立４5 周年記念式典が開催さ

れました。多数の来賓 招待者が出席され、思い出として心に残るような記念式典になりました。今後の 50 周

年に向けて、繋がっていくような想いがしました。実行委員会を始めとする会員の皆様、大変お疲れさまでした。 
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【活動報告】「第 51 回 13 クラブ親善スポーツ大会」4 月 29 日(祝)   親睦活動委員長 杉田広喜  

平成 30 年 4 月 29 日（日）第 51 回１３クラブチャリティー親善ソフトボール大会が岡崎中央総合公園 運

動広場にて開催されました。8 時 30 分から 9 時まで開会式が行われ 9 時 15 分から第１試合が始まりました。

当クラブは第３試合からですので 11 時 45 分から試合が行われました。打ったり打たれたり逆転に次ぐ逆転で

結果は 16 対 17 の 1 点差で惜しくも敗れてしまいました。選手の皆さん、応援して頂いた皆さんお疲れ様でし

た。本当にありがとうございました。来年こそは決勝まで残って戦いたいですね。 

    

    

    

５月の例会予定 

例会予定 例会会場 内容 

5/17(木)12:30～ 西光寺 「拝観例会」西光寺住職 成田敏圀様(岡崎東 RC 名誉会員) 

5/20(日) 京都方面 「日帰り親睦家族例会」（5/24 の例会変更） 

5/31(木)19:00～ 
岡崎市図書館交流プラザ

「Libra」 
「出張例会」岡崎ローターアクトクラブとの合同例会 

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 

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 

5 月 28 日（月） 豊田三好 三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15 

5 月 29 日（火） 豊田中 名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00 

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 5 月 10 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 


