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本日の卓話

過去 3 回の修正出席率
5/21：95.56%

5/28：100%

「最終親睦夜間例会」

6/4：100%

18 時～魚清

【6 月 18 日第 2030 回例会 会長挨拶】
今日は今年度の通常例会の最後になります。この一年間、一週間はとても早く一年間はとても長かっ
たような思い出があります。皆さんのご協力のおかげをもちまして、今日ここまで何とか無事にやっ
てこられました。心より感謝申し上げます。次年度からはパスト会長として当クラブを支え、益々発
展するようクラブの一員として、頑張っていきたいと思います。今日まで温かく寛大な気持ちで支え
ていただき、本当にありがとうございました。
前回の例会

「一年を顧みて」

会長 三浦泰廣君・幹事 近藤金作君

会長 三浦泰廣君 一年間各委員長、委員、会員皆さま、ご協力いただきまして心より感謝申し上げ
ます。ありがとうございました。会長職も全うできそうです。一年を顧みて、印象に残ったことをお
話しさせていただきます。会長を仰せつかり、すぐにインターアクト年次大会で６００人を前に、会
長挨拶をさせていただきました。とても緊張して声が震えてしまいましたが、立派な内容で地区や他
クラブからもお褒めをいただきました。そして天気がとても心配されましたが、ロータリーデー（イ
モ掘り）も岡崎学園にご協力いただき、無事に実行できました。皆さんに大変喜んでいただき、ぜひ
次年度にもご要望をいただきました。通常例会は今日で終わりますが、皆さんの温かいご支援とご協
力のおかげで、無事に一年を乗り切ることができました。来週の最終夜間例会は楽しいお酒で楽しい
時間を過ごしたいと思います。本当に一年間、ありがとうございました。
幹事 近藤金作君 今日この日を待ち望んでいました。昨年６月１９日「１年間を顧みて」を代読す
ることになり、予行練習の気持ちでさせていただき、今日その本番がやってきました。一年前この場
に立った時、隠れてしまいたい心境でした。動物はストレスに遭遇すると、３つの行動（戦う・逃げ
る・固まる）をするそうです。しかし一年が経った今、心も気持ちも余裕が出て、あと一年あったら
もっとクラブに貢献できるかとも思いますが、ＲＣは単年度でありますので残念です。失言やご迷惑
をおかけしたことに、深く反省をしています。卓話ではホテルや粗食例会、局アナ、フリーアナウン
サーや観月夜間例会ではすすきや満月の写真で、秋の夜を感じることができました。また近藤ガバナ
ーにお会いして大変好きになりました。親睦家族例会ではたくさんのいい写真が撮れました。日中の
関係を良くしたい話や野球、多才な趣味、司法試験、ウルトラ木魚、ボランティアの話など色々ホッ
コリするような心に残るお話が聞けました。この１年間、皆さんのご協力があったからこそ、今日が
あります。皆様に心より感謝申し上げます。本当に１年間、ありがとうございました。

卓話者：三浦会長と近藤幹事

卓話：一年を顧みて

卓話：一年を顧みて

 幹事報告(近藤幹事)
■ 6 月 18 日(木)地区ロータリー研究会に小林君･酒井

君･安井君に出席して頂きます。
■ 6 月 19 日(金)第 3 回西三河中分区会長幹事会に三
浦会長と近藤が出席致します。
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ようこそ！本日ビジター

■ 6 月 20 日(土)地区役員会長幹事懇談会に三浦会長

と近藤が出席します。
■ 次週 6 月 25 日(木)18 時～魚清にて最終親睦夜間例
会を開催しますのでお間違いのない様お願いします。
■ お帰りの際はｱﾚﾝｼﾞｹｰｽの冊子をお持ち帰り下さい。

 手嶋明君 野村さん先日はありがとうございました。
 生駒尚久君 今日は早退させていただきます。
 林孝夫君 ニコの累計あと少しで 100 万になります。

ビジター報告 [岡崎城南 RC]1 名
 出席委員会 本日の出席率 84.31%(欠席 8 名)


前々回(6/4)修正出席率 100％(欠席 0 名)












親睦出席委員会

岡崎青年会議所より 13 クラブ親
善スポーツ大会の結果・予算報告が届いています。
三浦泰廣君 本日卓話をします。よろしく。
近藤金作君 待ちに待った卓話をさせてもらいます。  米山奨学委員会 通常例会最後となりますのでお帰
りの際、ご浄財をお願いします。
浅岡謙治君 三浦会長、近藤幹事卓話頑張って下さい。
 地区大会実行委員会 本大会まで残り約４ヶ月と
草野信隆君 朝倉さんおめでとう。
朝倉清陽君 入会して 2 年になりました。
なります。地区大会事務局にスタッフの杉本さんが入
長坂勲君/小木曽進君/三城偉央君 ニコに協力します。
りましたので、宜しくお願いします。
稲垣寿君 少しダイエットを頑張っています。
 地区大会総務委員会 会員用のジャンパーを全員
新浪勝也君 久々に飛行機に乗ります。
に計画しています（無償貸与）ジャンパーの色を本日、
鈴木圭介君 シングルコンペよろしくお願いします。
多数決にてブルーに決定させていただきました。
山内隆一君 あづまに写真が沢山載りました。


ニコボックス委員会

会議報告：
「岡崎ＲＡＣ最終例会（卒業式）」

６月１９日（金）

ＲＡＣ委員長

金本孝美

岡崎ＲＡＣ「最終例会（卒業式）
」に出席をしてまいりました。岡崎駅周辺で二次会も
催され、感動の涙もある盛り上がった例会となりました。当クラブより派遣されていま
した水野裕敬君（生駒組）
、近藤香織君（山内隆一司法書士事務所）の両名が今年度で卒
業となりました。今後もＲＡＣへ会員のご紹介と皆様のご支援とご協力を引き続き、宜
しくお願い申し上げます。
７月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

7/2(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」 「就任挨拶」会長 浅岡謙治君・幹事 稲垣寿君

7/9(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」 「思いが変われば、出会いが変わる」自由王 照平様

7/16(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「コミュニケーションのタイプ分け」ﾌﾟﾛｺｰﾁ代表 白木雅代様
7/23(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「夢ある次の新しい岡崎を目指して」岡崎市長 内田康宏様
7/30(木)18:00～ レストラン「ROPPONGI」 「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 26 日（金）

安城

碧海信用金庫本店 3 階事務局 11:30～12:30

6 月 29 日（月）

豊田西

名鉄トヨタホテル 7 階例会場 11:30～12:30

6 月 29 日（月）

刈谷

刈谷商工会議所 3 階事務室 11:30～12:30

6 月 30 日（火）

岡崎南

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

6 月 30 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 30 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 17:00～18:00

7 月 6 日（月）

豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

7 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

8 月 4 日（火）

岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

同好会便り
同好会

開催予定日

あづま会

7 月 24 日(金)

ひよどり会

7 月 9 日（木）

写楽会

場所

内容

ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ GC 【6 月定例会結果】6 月 17 日(水)名古屋グリーン GC
優勝：石川雅規君(N69/G103) 準優勝：柴田健吉君(N75/G89)
(取切り戦･総会)
チャーム

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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