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11 月はロータリー財団月間です！ 
 

【前回の会長挨拶】  

早いもので今年も残り 11,12 月の 2 か月となりました。ロータリー年度で言いましても 7 月か

ら 10 月まで 4 か月、皆様のご協力のおかげで早くも 3 分の 1 が過ぎました。本日は夕刻、指名

諮問委員会が開催されます。次年度の骨格がいよいよ出来上がります。その役職を担う会員はよ

ろしくお願いします。さて、先日 10 月 28 日(日)は当クラブとして初めての WFF 例会でした。

多くの会員の皆様に参加していただきました。天候に恵まれたことがなによりでした。当クラブ

は特定のブースの売り上げに大きく貢献しました。11 月はロータリー年度ではロータリー財団月

間です。今月はロータリー財団の年次寄付をお願いします。9 月にはロータリー財団のポリオ基金で１人当たり 30 ド

ル(5 千円程度)、10 月は米山記念奨学会への寄付 2 万円をお願いしましたが、今月は年次寄付 120 ドル(1 万 5 千円

程度)をお願いします。この金額はあくまでも目安として会長方針で掲げていますので、これより多くても結構ですし、

また少なくても結構です。ただ多くの皆さんのご協力をよろしくお願いします。 

【前回の卓話】 「ロータリー財団 今、やるべきこと」 地区ロータリー財団委員会 神谷研君 

地区ロータリー財団委員会の組織は６つあります。資金管理委員会は、補助金事業のルール遵守、

厳格な立場での判断を下します。また、MOU などルールに基づき誤った判断に関して是正を促

します。資金推進委員会は地区寄附目標の意味を啓蒙し、各クラブへの周知と協力要請を行いま

す。補助金委員会はクラブを中心とした DG・GG の仕組みの啓蒙(セミナー)計画並びに実施報

告までの援助(申請書、報告書)を行います。ポリオプラス／ＶＴＴ(職業研修チーム)委員会はポ

リオ撲滅への啓蒙活動と具体的取組を行います。また、VTT での疾病予防を骨組みとしたグロ

ーバル補助金を活用した事業を行います。奨学基金・平和フェローシップ委員会は、グローバル補助金奨学生並びに平

和フェロ―の、募集から選考、手続き上の相談と援助、また、学友委員会への理解と支援を行います。そして、ロータ

リー財団は 102 年目を迎え、新たなところに来ています。お金を集めることが財団の目的ではなく、世界でよいこと

をするための貯金です。今年は、ポリオ撲滅（あと少し）のためにまず一人当たり 30 ドルを、そして年次基金寄付の

一人当たり 150 ドルを、当地区としてお願いしております。世界約 120 万人のメンバーが ”多くの助けを必要とし

ている人を笑顔にする” 奉仕団体、それがロータリーです。貴重な機会を頂き、卓話をさせていただき感謝申し上げ

ます。皆様のクラブの更なるご隆盛をご祈念申し上げます。ご清聴ありがとうございました。 

会員ショートスピーチ 鈴木圭介君 

幹事報告(坂野弘君)  
■ 国際ロータリーよりドイツハンブルク国際大会への登

録案内が届いています。 

■ 11 月のロータリーレートは 1 ドル 112 円です。 

■ 11/4(日)地区 RLI 会長エレクト研修パート２に近藤

会長エレクトが出席致します。 

■ 11/10-11 地区大会が蒲郡にて開催されます。参加者

には本日参加証とプログラムをお渡ししますので当日

忘れずにご持参ください。尚、11/11 電車で行かれる

方は 8:40 に JR 岡崎駅集合です。 

■ 本日例会終了後、第 9 回理事会を開催いたします。出

席対象者の方はよろしくお願いいたします。 

■ 本日魚清にて 18:30 より指名委員会、18:45 より諮

問委員会を開催いたします。出席対象の方はよろしく

お願いいたします。 

■ 次週 11/8 は定款第 8 条第 1 節により例会休会です。 

ビジター報告【サイン受付】40 名 

 
地区ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 神谷研様 

 
おめでとう！11 月お誕生日の皆様 

 
卓話：ロータリー財団今,やるべきこと 

 
宇野副会長よりお礼の言葉 
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 （過去 3 回の修正出席率 10/4:100% 10/11:100% 10/18:100 %） 

 

 

 

【本日の卓話】              「インターアクトクラブの活動」   光ヶ丘女子高等学校の皆さん 
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出席委員会 本日の出席率 90.56（欠席 5 名) 

 前々回(10/18) の修正出席率 100%(欠席 0 名) 

親睦委員会 11 月の慶祝の発表 

ロータリー財団委員会 ロータリー財団への寄付及 

び小銭寄付のお願い 

公共イメージ向上委員会 WFF 親睦例会の御礼 

ニコニコ委員会 
 地区ロータリー財団委員会 神谷研様(安城RC) 本日

卓話の機会をいただき感謝申し上げます。ロータリー

財団を少しでもご紹介できれば幸いです。 

 野村政弘君 地区ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 神谷研様の来訪

を心より歓迎します。卓話をよろしくお願いします。 

 坂野弘君 WFF 楽しかったです。 

 近藤金作君 神谷研様のご来訪を歓迎いたします。 

 宇野弘隆君 神谷研様、卓話有難うございます。 

 西脇謙二君 畔栁さん･梅村さん･倉内さん 大変お世

話になり有難うございました。 

 長坂勲君･杉田広喜君 ニコに協力します。 

 小木曽進君(32年)･新浪勝也君(24年)･佐野真琴君(2

年)･鋤柄英明君(2 年) 皆出席を喜んで！ 

 

1１月の例会予定 

例会予定 例会会場 内容 

11/22(木)18:00～ 柴田酒造所 「職場例会」（17:00 東岡崎南口から送迎バス出発） 

11/29(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「会員卓話」山中一君 

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 

11 月 20 日（火） 岡崎南 岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30 

11 月 21 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 27 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 3 日（月） 豊田三好 三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15 

12 月 5 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 

12 月 11 日（火） 西尾 西尾信用金庫中央支店 204 号室 11:30～12:30 

12 月 12 日（水） 岡崎 岡崎市竜美丘会館 11:30～12:30 

12 月 17 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（火） 岡崎南 岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30 

12 月 18 日（火） 岡崎城南 岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30 

【参加報告】 2018－19 年度地区大会   2018/11/10（土）・11（日）   幹事  坂野 弘 

2018 年 11 月 10-11 日に蒲郡市民会館において 2018-19 年度地区大会が盛大に開催されました。当ク

ラブより野村会長をはじめ 27 名が出席致しました。田中俊實 RI 会長代理ご夫妻を迎え、会場を巻き込んだ大

変記憶に残る地区大会でした。特に RI 会長代理の「ハッピークラップ」と、2 日目午後のオープニングパフォ

ーマンスの藤ノ花女子高校によるマーチングバンドは、会場に一体感を呼び込み素晴らしいものでした。浅田

次郎氏の講演も「日本人の美学」というタイトルでしたが、作家ならではの視点でビジネスにも通じる内容で

素晴らしかったです。手作り感いっぱいの市民会館での開催でしたが、いつものパイプ椅子よりも座り心地は

良く、昼食のお弁当とともに、うなぎ・魚等地産の食材を使用したいろいろな食事がつき、大変充実していま

した。このような素晴らしい大会に幹事として参加でき、大変良い経験となりました。次年度は 2019 年 11

月 9-10 日ホテルナゴヤキャッスルです。 

    

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 


