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本日の卓話

過去 3 回の修正出席率
5/15：93.10%

「一年を顧みて」

5/22：96.55% 5/25：92.31%

会長 青山俊次君・幹事

畔栁秀幸君

【6 月 12 日第 1982 回例会 会長挨拶】
昨日、R I プログラム部「ロータリー奉仕コネクション」コーディネーターのエリーナ･クシュニール氏よりガ
バナー各クラブ会長宛に Mail が届きました。シェルターボックスと R I の協力について紹介をします。シェル
ターボックスとは地震･火山活動･洪水･ハリケ－ン･サイクロン･津波などの自然災害に見舞われた地域や紛争が
勃発した地域に緊急援助を提供する国際災害支援団体です。現在世界に 17 の関連団体が有り、災害直後に仮設
テントや救命器具教育物資を届ける為に世界各地で活動しています。2000 年の設立以来、90 カ国で発生した
200 件以上の自然災害や人道的危機に対応し、実に 100 万人以上の人々に支援をして来ました。経験豊かな
ボランティアを中心としてチームが作られており、災害の地域にシェルターボックスを届けています。シェルタ
ーボックスには、家庭用テントや毛布･貯水タンク･浄水キット･調理器具･コンロ･基本的な工具など生活必要品
が収められています。他にスクールボックスという教師向けと生徒向けの教育ツール(50 人分)が入った基本的
教材なども届けられます。
国際ロータリー(R I)とシェルターボックスは、自然災害や人道的危機に直面した地域に社会を安定させ、保護し、
支援する為に緊急シェルターと必要物資を提供する協力関係(パートナーシップ)を結んでいます。では、私達の
様なクラブと地区は具体的にどの様にこの協力関係に参加するかと言いますと。
①シェルターボックスの為の募金に参加又は実施するなどシェルターボックスに寄付をする。
②支援物質の税関通過に協力したり、対応チームの為に便宜を図ったりする。又救援テントの設置方法を地元
の人々に教える。
③自然災害や人道的危機に直面した地域の政府や団体と、シェルターボックスとの調整を図る。
3 年前の東日本大震災の被災地にフランス RC クラブから 200 個、イギリス RC から 400 個の「シェルター
ボックス」が届けられました。この地域でも近い未来に大地震が予想されています。自然災害は決して他人事で
は有りません。何事も無く日々が過ぎている、まさに今日から是非この様な団体の存在を知り、出来る範囲で協
力して行けなければと思います。

前回の例会

「写楽会活動について｣

会員

浅岡謙治君

今日は私が写楽会に入っているということもありますので、カメラについてお話しします。レンズには大き
い状態と、絞って小さくなった状態とあります。大きい状態では周りがぼけて見えたりするので１ヶ所にピ
ントを合わせたいときなどに使います。逆にレンズを絞って小さくした時は奥行きまでとてもクリアに撮る
ことが出来ます。昔のフィルムから現在は小指の爪ほどの大きさのものに変り性能もとても良くなりました。
写楽会は平成 20 年に手嶋さんが会長をされていた時に作られました。私が写真を始めたのは 2005 年頃で、
初めは自宅にある花を 1 年ほどずっと撮り続けていました。その内にだんだんと写真の面白みにはまってい
き、今では夜景や生き物など様々なものを撮るようになりました。

卓話：浅岡謙治君

卓話：浅岡謙治君

青山会長よりお礼の言葉

ようこそ!本日ビジターの皆様

・最終親睦夜間例会予算案の件：承認
・会員駐車場お礼の件(長坂会員)：承認
・出席免除(手嶋会員)退会(深谷･草間会員)お申し出
の件：承認

 幹事報告
■ 理事会報告

・日帰り親睦家族例会決算報告の件：承認
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・事務局員夏期賞与の件：承認
■ 本日１８時～魚清にて新旧合同クラブアッセンブリ
ーを開催します。
■ ６月１４日(土)１８時～名鉄ｸﾞﾗﾝﾄﾞホテルにて地区
役員会長幹事懇談会が開催され青山会長と私畔栁が
出席します。
 ビジター報告 [岡崎南 RC]2 名
 出席委員会 6/12 の出席率 91.39%(欠席 5 名)
前々回(5/25)修正出席率 92.31％(欠席 4 名)


ニコボックス委員会

 青山俊次君 小 4 の孫が中部日本卓球選手権県大
会で優勝し福井県で開催の全国大会に出場します。
 市川幾雄君 会社の社長業を無事に終了いたしま
した。自由人になりました。
 浅岡謙治君 本日卓話をさせて頂きます。ロータリ

ーの友 6 月号にホタルの写真が載りました。
 池田正君 浅岡君、写真投稿有難うございます。
 髙木政次君 池田さん有難うございます。
 草野信隆君･長坂勲君･杉田広喜君 ニコに協力し
ます。暑くなりましたね。
 小木曽進君 先週の週報あづまに家族旅行の写真
を載せていただきました。
 永田和氐君 例会前日になると有難いことにドラ
ゴンズが勝ちますね。
 原田耕平君 京都の親睦旅行で財布を落としてし
まいましたが皆様のおかげで出てきました。
 三城偉央君 本日司会を担当させて頂きます。
 新浪勝也君 明日からサッカーブラジルワールド
カップが開幕します。ガンバレ！日本！！
 雑誌委員会(南君)：ロータリーの友 6 月号記事紹介

６・７月の例会予定
例会予定

例会会場

6/26(木)18:00～

内容

レストラン ROPPONGI

「最終親睦夜間例会」

7/ 3(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501 号室」「就任挨拶」会長 三浦泰廣君・幹事 近藤金作君
7/10(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501 号室」「さまよえる教育」岡崎教育委員会教育長 高橋淳様
7/17(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501 号室」「我が人生ホテルマン」元名鉄ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ社長 相澤俊夫様
7/21(祝) 9:50～ 岡崎市竜美丘会館「大ホール」 「第 25 回インターアクトクラブ年次大会」
7/31(木)18:00～

魚

清

「新年度親睦夜間例会」

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

6 月 23 日（月）

豊田三好

保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

6 月 24 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル 1 階 11:30～12:30

6 月 24 日（火）

岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

6 月 24 日（火）

西尾

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

6 月 25 日（火）

三河安城

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

6 月 25 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 27 日（金）

豊田中

ルージュガーデン豊田ロビー 11:30～12:30

6 月２7 日（金）

安城

碧海信用金庫 3 階事務局 11:30～12:30

6 月 30 日（月）

刈谷

刈谷商工会議所 3 階事務局 11:30～12:30

同好会便り



同好会

開催予定日

あづま会

6 月 26 日（木）

ひよどり会

7 月 10 日（木）

場所

内容

ザ・トラディション GC 定例会
チャーム

定例会

【豊田中 RC 例会場・例会日時・ビジタフィー変更のお知らせ】2014 年 7 月 1 日より
例会場：名鉄トヨタホテル６階レストランボナール又は７階宴会場
例会日：毎週火曜日
例会時間：１８時～１９時
ビジターフィー3,500 円



【名古屋北 RC・名古屋千種 RC・名古屋大須 RC・名古屋和合 RC ビジターフィー変更のお知らせ】
7 月 1 日よりビジターフィー4,200 円
page 2

