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本日の卓話

過去 3 回の修正出席率
3/27：96.30%

4/3：94.64% 4/10：96.49%

「岡崎東ロータリークラブ～40 年を振り返って」
会員

永田和氐君

【4 月 24 日第 1976 回例会 会長挨拶】
アメリカのオバマ大統領が国賓として来日されました。今朝、歓迎式典の TV 中継をしていて観た方も多い
と思います。本日は E クラブについてお話します。E クラブとはインターネットのホームページ上で例会を開
催する新しいタイプのロータリークラブの事です。基本的には通常のクラブと変わりなく、会員は奉仕活動を
を行い、ロータリー財団を支援し、親睦とネットワークを培っています。唯一の違いは例会をウェブサイトで
行う事です。独自のウェブサイトにウェブマスター又はクラブ幹事がディスカッションの資料を掲載し、会員
はその週の都合の良い時間にサイトを訪れチャットやその他の方法で会員同士の親睦を楽しみます。プライバ
シーを尊重するため例会の一部内容や会員のデータは一般の閲覧者には見られないよう保護されています。地
域に縛られることなく全世界から会員を募ることが出来、仕事上などで制限がある人、頻繁に旅行や出張をす
る人、移動手段が限られている人にとって毎週例会場に行くことなく例会に出席できるのは大きなメリットと
いえます。又、ロータリアンなら誰でも E クラブの例会に出席しメイクアップが出来ます。しかも 365 日 24
時間日本にいながら世界中で E クラブの例会に参加出来るため魅力的な存在となっています。

前回の例会

｢新入会員卓話｣

三城偉央君・森洋子君

【三城偉央君】昔は体が弱く喘息を持っていました。小学校６年生の時にサッカーを始め体力をつけたら喘息は
治りましたが、それまでは山の学習などの学校行事でも夜になると親に迎えに来てもらうということが多々あ
りました。専門学校に通った後５年ほど今と別の会社で働き、その後父の会社に入りました。数年は訳もわか
らず働いておりましたし、二代目という立場にもかかわらず周りは全員先輩なのですごくストレスが溜まって
いました。昔はゴルフで発散していましたが今はジムに通っています。つい無理な運動をしてしまいがちです
が、自分の限界を超えるまでやってみるということも自らの内面のポジティブさを保つのにはとても良いそう
で、以前より辛いことを乗り越えられるようになったかなと思えるようになりました。
【森洋子君】先日４０年ぶりにソフトボールをしました。参加しない予定だったのですがいつの間にか参加する
ことになっており、今満身創痍になっていますが久しぶりに出来てとても楽しかったので感謝しています。高
校を卒業してから最初の会社では５年働き会社で賞も頂きました。その後結婚してからは子供の成長に合わせ
ていろいろな会社で働きました。福利厚生や休日に惹かれて今の保険会社に入りましたがもう１５年も経ちま
した。法人向けの商品を得意としていまして、社長さんの立場になって物事を考えるようになると固定給のあ
りがたみをとても感じることが出来ました。子供の頃「働かざるもの食うべからず｣と母がよく言っていまし
た。その影響もあり今は働くことがとても好きです。

卓話：三城偉央君

ベネファクター認証状贈呈

卓話：森洋子君

 幹事報告
■ 松本東ＲＣ様より創立 30 周年記念品としてお酒を

ようこそ!本日ビジターの皆様

■ 4 月 29 日(火･祝)8:30～愛知県岡崎総合運動公園

にて 13 クラブ親善スポーツ大会が行われます。
■ 地区第 4 回フォト俳句展の出展募集要項が来ていま

頂いておりますのでお持ち帰り下さい。。
■ 本日 18 時～「魚清」にて炉辺会議が行われます。
■ 4 月 26 日(土)12 時～岡崎ニューグランドホテルに

て岡崎美術協会創立５０周年記念式典が行われます。
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す。参加希望の方は幹事へ 5/23 迄お申出ください。
■ ワールド･フード＋ふれ愛フェスタの決算報告が来

ております。

 市川幾雄君･髙木政次君 松本東 RC30 周年式典
となります。尚、事務局の GW 休暇はガバナー事務
に参加しました。温泉に入ってきました。
所と同じ４月 26 日(土)～5 月 6 日(火)です。
 南鉉君･新浪勝也君 松本東 RC さんより創立 30
■ 連休明けの５月８日(木)は例会終了後、第 19 回理
周年記念のお酒を頂きました。
事会を開催します。宜しくお願いいたします。
 三浦泰廣君 本日次年度第 1 回クラブアッセンブ
リーを開催します。宜しくお願いいたします。
 ビジター報告 [岡崎 RC]3 名 [岡崎南 RC]5 名
 長坂勲君 ニコに協力いたします。
 出席委員会 本日の出席率 87.72%(欠席 7 名)
 永田和氐君 中日が久しぶりに勝ちました。
前々回(4/10)修正出席率 94.92％(欠席 3 名)
 小木曽進君 暖かくなり過ごし易くなりました。
 ニコボックス委員会
 ロータリー財団委員会(中根君)：ロータリー財団よ
 青山俊次君 13 クラブスポーツ大会の練習ご苦
りベネファクター認証状と襟ピンの贈呈
労様でした。怪我をしないよう頑張ってください。
 三城偉央君･森洋子君 卓話をさせていただきます。  米山記念奨学委員会(金本君)：ご浄財のお願い
■ 次週５月１日は定款第６条第１節により例会は休会

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

\102,000

\3,334

\20,000

\4,398

\58,000

今年度累計

\970,000

\58,770

\906,900

\61,060

\888,000

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

5 月 13 日（火）

岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

5 月 16 日（金）

豊田中

ルージュガーデン豊田ロビー 11:30～12:30

5 月 19 日（月）

刈谷

刈谷商工会議所 3 階事務局 11:30～12:30

5 月 26 日（月）

豊田三好

保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

5 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

5 月 30 日（金）

豊田中

ルージュガーデン豊田ロビー 11:30～12:30

6 月 4 日（水）

豊田東

トヨタホテルキャッスル 1 階 11:30～12:30

6 月 4 日（水）

知立

ホテルクラウンパレス知立 510 号室 11:30～12:30

6 月 17 日（火）

西尾

西尾信用金庫 中央支店 204 号室 11:30～12:30

５・６月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

5/15(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「末広の間」 「持続的な地域の発展を考える」小原淳様
5/22(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501 号室」「言葉にできない！」大久保豊子様
5/25(日)

日帰り親睦家族例会

（5 月 29 日(木)の例会変更です）

6/5(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501 号室」「新入会員卓話」会員 西脇謙二君
6/12(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501 号室」「写楽会活動について」会員 浅岡謙治君
6/19(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501 号室」「一年を顧みて」会長 青山俊次君・幹事 畔栁秀幸君
6/26(木)18:00～

ROPPONGI

「最終親睦夜間例会」

同好会便り
同好会

あづま会
ひよどり会

開催予定日

5 月 14 日（水）

5 月 8 日（木）

場所

内容

定例会
【4 月結果】優勝： 浅岡謙治君（N７４／G86）
準優勝：鈴木圭介君（N75／G87）

葵 CC

チャーム
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定例会

