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過去 3 回の修正出席率
10/3：100% 10/10：96.36%

10/17：96.36

｢円滑なコミュニケーションをめざして｣

本日の卓話

FM 豊橋 FM 岡崎パーソナリティー

前川みどり様

【11 月 7 日第 1954 回例会 会長挨拶】
あっと言う間に 11 月に入り今年も余すところ 2 ケ月ほどになりました。今日は朝から雨模様で、昨日までは日
中上着がいらない程の暖かさでしたが、これからは一雨ごとに寒く成って行くと思います。紅葉も隣の長野県辺り
までは今まさに見ごろで愛知県も今月半ばには見ごろを迎えるようです。11 月はロータリー財団月間、世界イン
ターアクト週間となります。今月の 2･3･4 日 の 3 日間、名古屋栄久屋大通公園で名古屋和合 RC の主催、国際
RC2760 地区の協賛、国際 RC 本部シカゴの協力で、
「ワールドフード・ふれ愛フェスタ」が開催されました。私
も家内と行って参りました。公園内では所狭しと異国の民芸品やら食品物の屋台が並んでおり色んな国のビールも
飲んできました。中央にはイベント会場も有り、様々な模様し物が開かれており大変な賑わいでした。会場入口に
は 83 クラブのバナーも飾られており、我々のクラブのバナーも飾ってありました。チケット売上金額は 927 万
円（RC4478 枚、一般販売 157 枚、合計 4635 枚）で売上金の一部がカンボジアの水事業支援基金に充てられ
ます。大きな天気の崩れも無く大成功だと思いました。年末に向けて何かと慌ただしく成って参ります、インフル
エンザも少しずつ流行り始めて来ているようですので、体調管理に気を付けて過して頂きたと思います。

前回の卓話

｢ロータリー財団未来の夢計画について｣

地区奨学基金学友フェローシップ委員会
委員長 小島哲夫様

皆さんから寄付して頂いたお金を年次寄付基金と言います。皆さんからお預かりしたお金は財団委員会から国
際ロータリーの財団に送り、3 年経つと地区の方へ戻ってきます。それが 2 種類に分かれており、1 つは DDF
といい 3 年前に寄付したお金の 50％がこれにあたります。これは地区に使用決定権があり皆さんが使えるお金
です。もう１つは WF といい、これは地区でも使用することは出来ますが主に国際的な事業で様々な国の支援
活動や奨学生等に使われます。また使途指定寄付基金というものもあり、これは災害時など特別な目的のために
使用するものです。以前は寄付について「毎年あなたも 100 ドルを」という言い方をしていましたが、地区の
努力目標としては 1 人あたり 15,000 円つまりは 150 ドル寄付して頂きたいと考えています。寄付が減って
しまうとクラブの方へ負担が増えてしまうので出来る範囲で目標 150 ドルの寄付をして頂けたらと思っており
ます。ちなみに岡崎東の寄付の平均は 172 ドルです。ご協力ありがとうございました。最後に「ロータリー財
団の使命を実現」ということで、ロータリーが人々の健康状態を改善して教育への支援を高め貧困を救済するこ
とを通じて、世界の平和を達成すること。ロータリー財団はこれを使命として活動していきます。

中根 R 財団委員長


■
■
■

■

卓話者小島哲夫様

卓話：地区ﾛｰﾀﾘｰ財団

小島哲夫様

11 月お誕生日の皆さん

ようこそ！本日ビジターの皆様

催され三浦エレクトが参加されます。
幹事報告
■ ガバナー事務所より 2016-17 年度ガバナーノミ
本日例会終了後定例理事会が開催されます。理事役
ニ－デジグネートとして岡崎 RC 服部良男君の選出
員の方はご承知おきください。
が確定いたしました。
本日午後 6 時半より指名諮問委員会が魚清にて開催
されます。歴代会長の皆様はご出席をお願いします。 ■ 11 月 23 日(土)24 日(日)ウエスティンナゴヤキャ
ッスルにて地区大会が開催されます。
11 月 9 日(日)午後 1 時半より第 30 回岡崎東ＲＣ
旗争奪少年野球大会決勝戦が県営グランドにて開催  出席委員会 本日の出席率 94.83%(欠席 3 名)
されます。担当の方は宜しくお願いします。
前々回(10/17)修正出席率 96.36％(欠席 2 名)
11 月 10 日(日)ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会 partⅢが開  ビジター報告 [岡崎 RC]4 名
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 ニコボックス委員会
 小島哲夫様(豊田中 RC)本日卓話をさせて頂きます。

経験が少なく役不足ですがよろしくお願いします。
今晩指名諮問委員会が行われます。ご
参加予定の方よろしくお願いします。
中根匡規君 地区ロータリー財団委員会よりお越し
いただきました小島哲夫様を歓迎いたします。
中根匡規君 11 月はロータリー財団月間です。年
次寄付のご協力をお願いします。
南 鉉君 第 16 回安城岡崎 RCC ロータリー杯交
流少年野球大会にご出席有難うございます。
生駒尚久君 本日友人が 2 名参加させていただきま
す。来月入会を期待しています。

 青山俊次君





 足立汎和君

日本シリーズではお騒がせしました。
私の采配が悪く楽天の優勝を一日延ばしました。
 杉山正章君 出席規定に届かず戦力外通告されると
思っていましたが誰にもクビと言われないので来年
も会員でおられると思います。
 手嶋明君 尾瀬日光方面の紅葉を見てきました。
 草野信隆君 オカザえもんグッズ大変評判いいです。
 朝倉清陽君 59 歳の誕生日を無事迎えました。
 小木曽進君･新浪勝也君 皆出席を喜んで。
 金本孝美君 米山月間ご協力有難うございました。
 石川雅規君 今月司会をさせていただきます。
 ロータリー財団委員会 ロータリー財団月間協力
のお願い

活動報告「第 30 回岡崎東 RC 旗争奪少年野球大会決勝戦」 1１月 9 日 青少年奉仕副委員長 鈴木圭介
第 30 回岡崎東 RC 旗争奪少年野球大会が県営グラウンドで開催され、高木副会長・深津 RCC 副委員長・安
井青少年奉仕委員長・鈴木が出席いたしました。若干天候の心配もありましたが、雨が降ることもなく無事決
勝まで全ての試合を行うことができました。子供たちの礼儀正しさもまた素晴しいものでした。
優勝は美川クラブ、準優勝はホワイトタイガースでした。

１１の例会予定
例会予定

例会会場

内容

11/21(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館 「委員長会議報告」生駒尚久君・酒井賢君
11/28(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館 「ローターアクトクラブ活動報告」岡崎 RAC 会長 鈴木大裕君

他クラブ例会変更・休会のお知らせ
変更予定日

RC 名

サイン受付場所

11 月 18 日（月） 豊田三好

保田ヶ池センター2 階事務局 18:15～19:15

11 月 18 日（月） 刈谷

刈谷商工会議所 3 階事務局 11:30～12:30

11 月 22 日（金） 安城

碧海信用金庫 3 階事務局 11:20～12:30

11 月 29 日（金） 西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 2 階

11 月 29 日（金） 安城

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

12 月 11 日（水） 岡崎

岡崎出雲殿 1 階ロビー 11:30～12:30

12 月 11 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 17 日（火） 岡崎南

岡崎ニューグランドホテル 11:30～12:30

12 月 17 日（火） 岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル 17:30～18:30

11:30～12:30

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

あづま会

11 月 27 日（水）

額田 GC

ひよどり会

11 月 14 日（木）

チャーム

写楽会

内容

定例会
定例会

有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて掲示
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