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本日の卓話

「米山の現況」

過去 3 回の修正出席率
8/28：98.21% 9/4：98.18% 9/11：100%

地区米山奨学委員会 委員長 伊藤敦夫様（豊田中 RC）

【9 月 18 日第 1995 回例会 会長挨拶】
9 月 13 日の夜ニュースで岸和田のだんじり祭が開催されていると聞き翌日思いついたようにカメラを持っ
て向かいました。見物人の多さにびっくりしました。昨年の見物人は 55 万人、25 台の山車があるそうです。
だんじりは、重さ 4 トンを超える山車を前後 50 人ほどの半被姿の若衆が引き回し、曲がり角ごとに「やり
まわし」と言われ、スピードをつけて曲がるのでその迫力は一番の見どころとなります。屋根の上で扇子をも
って踊っている人は大工方といって祭りの華であります。しかし４m の高さもある屋根の上で飛び跳ねた
り・・踊ったり・・見ているほうも落ちないかとヒヤヒヤです。狭い路地で山車が軒を壊したり、毎年事故や
けが人が出るそうですので祭り保険に入っているそうです。
前々回の例会 「インターアクト海外派遣研修報告」光ヶ丘女子高等学校インターアクトクラブの皆様
【谷口様】海外派遣研修の報告会ではありますが、年次大会の開催にあたり岡崎東ロータリーの皆さま方には大変お世
話になりました。光ヶ丘で年次大会を担当したのは１５年前のことで、学校の中で年次大会のことをよく知る者はい
ませんでした。不安いっぱいのなか、ロータリーさんのご指導・ご尽力のおかげで無事に開催することができました。
今回の年次大会は内容の濃いものでありました。生徒も普段できないようないろいろな体験もできました。これか
らの光ヶ丘の活動にも生かされていくと思います。年次大会のメインの一つが生徒たちを最初からグループ分けして
行うことでしたが、なかなかグループ分けも難しく生徒たち自身でできなかったことがすこし残念であります。
【石川さん】私は英語が一番の苦手科目で、ホストファミリーをはじめとする現地の方々と生きたコミュニケーション
が取れるか、またこの研修に参加するまでまったく関わりのなかった他校のインターアクターと仲良くできるのか、
様々な不安がありましたが、めったにない機会なので挑戦してみようと思い、この研修に参加させていただきました。
心配だった英語でのコミュニケーションはきちんとしゃべっていたとは言い難いですが、英語がなかなか聞き取れ
ないときは筆談・ジェスチャーや勢いでなんとかなりました。うまく言いたいことが伝わらずもどかしさも感じまし
たが、そんな私のためにゆっくり話してくれたパースの人たちの優しさにふれることができました。この経験は私の
一生の思い出になるでしょう。本当に価値ある有意義な時間でした。
【五寶さん】私は昨年海外研修に行った人からの「英語はなんとかなるよ」という言葉を鵜呑みにしすぎて、何も勉強
せずに行ったら自分の言いたいことも伝えることができず何を話しているのか理解することもできなかったので、も
っと勉強してからこればよかったと思いました。どうしたらいいのかわからず部屋に閉じこもりそうになりました
が、話すときにジェスチャーをつかうようにしたり、単語のスペルを言ったり書いてもらったり試行錯誤している間
に聞き取ることも自分の言いたいことも言えるようになりました。改めてすぐにあきらめて逃げるのではなく、粘る
ことの大切さを実感しました。私は知らない人と接することが苦手でこの研修も不安ばかりでしたが、この研修が終
わってから自分から声がかけられるようになり、自分が思っていることを伝えられるようになりました。この研修を
通じて今まで体験したことのないことを多く体験し、多くのことを学ぶことができました。

光ヶ丘高校 IAC へ助成金と感謝状

光ヶ丘 IAC 顧問 谷口教諭

ビジター100 番目の黒河陽様

地区大会実行委員会の皆様

生駒尚久君に認証品贈呈

地区 RAC 委員 藤井康正様
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ようこそ！本日ビジターの皆様

岡崎 RAC 会長 及川純様

参加お願いします。
2014-15 地区大会実行委員会大会幹事
 岡崎 RAC 及川純君･高橋真咲君 チャリティバザー
榊原正治様・同大会企画委員 森田 亨様
物品有難うございます。
地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員 藤井康正様・岡崎ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ会長
 原田耕平君 深田先生、お帰りなさい。
及川純様・幹事 髙橋真咲様
 三浦泰廣君･市川幾雄君 地区大会幹事榊原様･企画
 幹事報告(近藤幹事)
委員森田様を歓迎します。
■ 11 月 1～3 日久屋大通公園にて「ワールドフード
 金本孝美君 岡崎 RAC のご来訪を歓迎します。
＋ふれ愛フェスタ」が開催されます。チケット購入
 山内隆一君･南鉉君･宇野弘隆君 光ヶ丘 IAC のご来
希望の方は幹事まで。(1 枚 2000 円)
訪を歓迎します。
■ おかざき世界子ども美術博物館より「ホワイトギフ

青山俊次君 最終理事会が無事終わりました。
ト 北極からの贈りもの」展の御案内が届いています。
 畔柳秀幸君 二週連続で例会をお休みしました。
■ 岡崎市美術博物館より「浮世絵の美 平木コレクショ
 手嶋明君 北海道稚内まで一人車旅をしてきました。
ン特別公開」の御案内が届いています。
 永田和氐君･長坂勲君・岩月鋹廣君･加藤和志君 菅
■ 9 月 24 日(水)事務局留守の為ご連絡は幹事まで。
生川清掃活動に参加できませんでした。
■ 9 月 25 日(木)観月例会は 18 時～六本木で行います。

新浪勝也君 バザー商品を忘れてしまいました。
 直前幹事報告(畔栁直前幹事)
 杉田広喜君 ゴルフで２ケタを出しました。
■ 前年度最終理事会報告
 草野信隆君 ニコに協力します。
・最終親睦夜間例会決戦報告：承認
 池田正君 おおだの森草刈りの参加をお願いします。
・2013-14 年度会計報告：承認(報告書 10/2 配布)
 出席委員会 愛知ロータリーＥクラブのメークア
 直前会長報告(青山直前会長)
ップ方法のご案内
■ 国際ロータリー2013-14 年度会長のロン D バート
ン氏からメッセージがありました。新会員２名を推  社会奉仕委員会 菅生川草刈清掃お礼状が届きま
した/ロータリーデー実行委員会開催のご案内
薦された生駒尚久君に認証品を贈呈します。
 国際奉仕委員会 アマゾニア森林保護植林協会よ
 出席委員会 本日の出席率 89.29%(欠席 6 名)
り岡崎東 RC 植林の写真とお礼状が届きました。
前々回(9/4)修正出席率 98.18％(欠席 1 名)
 環境保全委員会 おおだの森草刈奉仕のご案内
 ビジター報告 [半田 RC]2 名[岡崎 RC]4 名
 米山奨学委員会 ご浄財のお願い。
 ニコボックス委員会


ご来訪者

 半田 RC 榊原正治君･森田亨君

前回の例会

地区大会に多数の

「観月夜間例会」

18 時～ROPPONGI

【9 月 25 日第 1996 回例会 会長挨拶】
50 年前の明日は、伊勢湾台風がこの東海地区を直撃し、甚大な被害をもたらしました。日本は確実に気
候変動が起きています。心にとめておきましょう。さて以前、ロータリー資料の片隅で読みましたロータリ
ーの原点の一つでもある「良いことをしよう」という言葉を思い出し、近所の通学路の草が大きくなって子
供が車道側へはみ出ては危ないので、これを刈ろうと朝６時から作業し全て刈り終えました。一人で出来る
社会奉仕で皆さんも一つ「良いこと」をしてみましょう。

会長挨拶

きらら岡崎の演舞

きらら岡崎の演舞
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きらら岡崎の演舞

きらら岡崎の皆さん

ロータリーソング「手に手つないで」

ソングリーダーの三城偉央君

ご来訪者 米山奨学生 候利明君
 幹事報告(近藤幹事)


■ 地区ＷＦＦ実行委員長より広告協賛チケットご協力

の案内が届いています。
■ ガバナー事務所より広島豪雨災害協力へのお礼が届

いています。義捐金 4,368,795 円を 9 月 26 日に

会議報告：

「地区広報委員長会議」

副会長挨拶

RID2710 地区に振込する報告がありました。
■ 9 月 27 日(土)岡崎ＲＡＣリレーフォーライフに金
本ＲＡＣ委員長が出席されます
 出席委員会 本日の出席率 83.33%(欠席 9 名)
前々回(9/11)修正出席率 100％
 ビジター報告(サイン受付)49 名

9 月 11 日(木)

広報委員長

岩崎靖彦

地区広報・雑誌委員長会議が９月１１日(木)名鉄グランドホテルにて開催され、
出席しました。
アサヒグループホールディングス広報担当による「広報のあり方について」の講
演を受け、時代の変化にともなう企業広報のあり方と変化への活動の対応、社会と
良好な関係を打ち立てて維持していく広報の必要性を実感しました。その他、ワー
ルドフード＋ふれ愛フェスタ・ロータリーの友の現状報告及び説明を受けました。

会議報告：

「岡崎 RAC リレーフォーライフ」

9 月 27 日(土)

RAC 委員長

金本孝美

岡崎ローターアクトクラブ９月度例会「リレーフォーライフ」に参加をしてまい
りました。9 月 27 日(土)11 時 30 分から翌 28 日(日)12 時 30 分までの二日間
にわたり、
「暮らしの杜」で開催されました。世界 20 ヶ国・400 万人を超える人々
が参加し、ガン征圧を目指し家族・支援者らが夜通し交代で歩き、勇気と希望を分
かち合うチャリティーイベントでした。

10 月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

10/9(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「歯科医師の行う社会貢献」岡崎歯科医師会理事 岩崎晴彦様
10/16(木)

―

10/23(木)12:30～ メットライフ生命保険㈱

定款第 6 条第 1 節の規定により休会です
「職場例会」

10/30(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「ガバナー補佐訪問」西三河中分区ガバナー補佐 桐渕利次君
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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

10 月 3 日（金）

西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 2 階 203 号 11:30～12:30

10 月 6 日（月）

豊田三好

保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

10 月 7 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 17:00～18:00

10 月８日（水）

岡崎

岡崎出雲殿 1 階 11:30～12:30

10 月 13 日（月） 豊田西・豊田三好

法定休日の為休会

10 月 14 日（火） 豊田中

名鉄トヨタホテル 17:00～18:00

10 月 15 日（水） 豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

10 月 16 日（木） 豊田

ホテルトヨタキャッスル 2 階 11:30～12:30

10 月 23 日（木） 豊田

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

10 月 24 日（金） 安城

碧海信用金庫 3 階事務局 11:30～12:30

10 月 27 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 27 日（月） 豊田三好

保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

10 月 28 日（火） 岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

10 月 29 日（水） 豊田東・三河安城･知立

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

10 月 30 日（木） 豊田

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

10 月 31 日（金） 安城・西尾 KIRARA

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

11 月 3 日（月）

法定休日の為休会

豊田西・豊田三好

11 月 10 日（月） 豊田三好

保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

11 月 11 日（火） 西尾

西尾信用金庫 中央支店 2 階事務局 11:30～12:30

11 月 12 日（水） 知立

ホテルクラウンパレス知立 501 号 11:30～12:30

11 月 24 日（月） 豊田西・豊田三好

法定休日の為休会

11 月 25 日（火） 西尾

西尾信用金庫 中央支店 2 階事務局 11:30～12:30

11 月 26 日（水） 豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

11 月 26 日（水） 知立

ホテルクラウンパレス知立 501 号 11:30～12:30

同好会便り
同好会

開催予定日

あづま会

10 月 16 日（木）

ひよどり会

10 月 9 日（木）

場所

内容

名古屋グリーン CC
チャーム

定例会 （9 月のあづま会は中止でした）
定例会
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