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10 月は経済と地域社会の発展月間・米山月間です！ 

【前回の会長挨拶】 

先週も申し上げましたが 10 月は米山月間です。今月は米山記念奨学会への寄付金を一人当た

り 2 万円お願いしています。黒井米山奨学委員長を始め委員の皆さんがお願いしますのでご

協力をよろしくお願いします。先日 10 月 7 日にシカゴマラソンで大迫傑選手が順位は 3 位

でしたが、2 時間 5 分 50 秒のタイムで日本新記録を達成しました。これにより日本実業団陸

上連合から 1 億円の報奨金が支給されましたが、この報奨金について課税関係はどうかと思

い調べると課税対象になります。アマチュア選手の場合には一時所得となり税金は所得税、住

民税を含めて 20 数％程度、２千数百万円程度になります。なお、オリンピックのメダル獲得

による報奨金は JOC からの支給のため非課税です。今年初めの冬季オリンピックで高木姉妹の姉が JOC 以外に勤務

先の日本電産から支給された４千万円もやはり課税対象になります。プロ野球もほぼシーズンが終了し、地元の中日

ドラゴンズは５位が確定しました。６年連続 B クラスと低迷しています。新監督に与田剛氏が就任するようですが、

好成績を挙げて地元を盛り上げてほしいものです。 

【前回の卓話】  「My Rotary に登録するとできること」  地区公共イメージ向上委員長 池森由幸君     

私は名古屋千種ロータリークラブに所属しており、岡崎での卓話は今回が初めてです。こち

らの岡崎東ＲＣには地区公共イメージ向上委員として地区のホームページ担当坂野幹事、ま

た個人的にですが墓石で稲垣さんにお世話になっています。お二人にはあらためて御礼を申

し上げます。 さて、まず公共イメージ向上についてですが、これに関しては、ロータリー

会員の一人一人がロータリー活動を理解して楽しんでいただくことが必要です。さらに周り

の人々に対しては日頃ロータリークラブがどんな活動をしているかを知らせる事も重要で

す。つい先日、ＷＦＦ（ワールドフードふれ愛フェスタ）の取材で中日新聞の記者から「ポ

リオって何ですか？」と聞かれ、特効薬の無いこれにかかると必ず死に至る病である事。そしてそれを完全に撲滅する

ためにロータリークラブが活動を行っていることを伝えました。例えば「以前行われた東京オリンピック、札幌オリン

ピックに使われた聖火台はロータリークラブ寄贈のものである」などの話題を振り撒き周りの人々にまず関心をもって

もらい、次第に活動内容に共感を得ていただけるような活動を皆で行っていきたいと思っております。そして本題のＭ

ｙＲｏｔａｒｙについてですが、こちらも公共への認知度向上を考えて登録会員がいつでも利用可能なテンプレートや

ロゴ（例えばポスターや配布用品へ）などを載せてありますので是非活用してください。現在当地区では「ＭｙＲｏｔ

ａｒｙ」会員登録率は３２％、岡崎東ＲＣに関しては５６％と高いですが更なる登録をめざしていただきたいです。こ

れには一般的に年齢６０歳以上のインターネット活用率が低いことがあげられるので、事務局の手助けやホームページ

上の登録方法などを見ていただくとよいかと思います。本日はありがとうございました。 
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【会員住所変更のご連絡】 

 稲垣寿君（ご自宅）新住所：〒444-0840 岡崎市戸崎町屋敷 26 番地８ 

           新 TEL：0564-58-5688 

4６期【No13 号】第 2177 例会                       201８/10/18 
（過去 3 回の修正出席率  9/13：100% 9/20：100% 9/27：100 %） 

【本日の卓話】              
「 宅建業に見る官民協働事業 」  (公社)愛知県宅地建物取引業協会 西三河支部 

～岡崎市における空家対策から立地適正化～   支部長   大高 利之 様 
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会員ショートスピーチ 中川和広君 

幹事報告(坂野弘君)  
【理事会報告】10/4 

１．新年交礼会申し込みの件：承認 

１．形埜小学校水質保全活動助成金贈呈の件：承認 

１．月見親睦夜間例会決算報告の件：承認 

(協議事項)形埜小学校助成内容の検討 

(報告事項)地区大会選挙人指名：野村政弘･坂野弘 

詳細につきましては議事録をご覧ください。 

■ 本日 10/4(木)岡崎ローターアクト例会が開催され、三

城青少年奉仕委員長･岡田 RAC 委員が出席します。 

■ メーキャップについて、定款第 12 条第１節により、

例会前 14 日目の木曜の午前～後 14 日の木曜の午後

一杯までがメーキャップになります。又、例会変更に

おいても基準は変更元となる定例の木曜日となります。 

■ クールビズの期間は 10 月末までです 

■ 例会変更は週報あづまをご確認ください。 

ビジター報告  なし 

出席委員会 本日の出席率 82.69%（欠席 9 名) 

 前々回(9/27) の修正出席率 100%(欠席 0 名) 

雑誌委員会 ロータリーの友 10 月号記事紹介 

ニコニコ委員会 
 池森由幸様(名古屋千種 RC) 地区公共イメージ向上

委員会より参りました。宜しくお願いします。 

 野村政弘君 地区公共イメージ向上委員会委員長の

池森由幸さんの来訪を心より歓迎いたします。本日は

卓話をよろしくお願いします。 

 坂野弘君･倉内充雄君 地区公共イメージ向上委員会 

池森委員長を歓迎します。 

 手嶋明君 倉内先生ありがとうございました。 

 春名祐樹君 明日金曜夜 8:45～FM 岡崎にゲスト出

演します。お時間のある方は聴いてください。 

 神谷浩君 尿管結石の手術が無事終わりました。激痛

でした。 

 長坂勲君･杉田広喜君･佐野真琴君･清水幹良君 ニコ

に協力します。 

10・11 月の例会予定 

例会予定 例会会場 内容 

10/28(日)11:30～ WFF 会場 「ワールトフード＋ふれ愛フェスタ親睦例会」 

11/1(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「ロータリー財団今やるべきこと」地区 R 財団委員会 神谷研君 

11/8(木) ― 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 

10 月 22 日（月） 豊田西 名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30 

10 月 22 日（月） 豊田三好 三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15 

10 月 23 日（火） 岡崎南 定款第 8 条第 1 節の規定により休会 

10 月 24 日（水） 豊田東 ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30 

10 月 24 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 

10 月 24 日（水） 知立 ホテルクラウンパレス知立 501 号室 11:30～12:30 

10 月 26 日（金） 安城 定款第 8 条第 1 節の規定により休会 

10 月 30 日（火） 岡崎南 岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30 

10 月 30 日（火） 豊田中 名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00 

10 月 30 日（火） 西尾 西尾信用金庫中央支店 204 号室 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 11月29日(木)～30日(金) 葛城 GC 北の丸 定例会 

ひよどり会 11 月 15 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 

【参加報告】地区内クラブ国際奉仕委員長会議  2018/10/5(金)    国際奉仕委員長  杉田広喜  

２０１８－２０１９ 地区内クラブ国際奉仕委員長会議が１０月５日(金)名鉄グランド 

ホテルで開催され出席して参りました。本会議では、昨年度のグローバル補助金を活用 

した事業活動の報告とワールドフード＋ふれ愛フェスタ及びポリオプラスについての 

講演がありました。最後に皆さんもグローバル補助金を大いに活用して国際奉仕活動に 

ぜひ挑戦して頂きたいとの事でした。 


