4３期【No.19】第 2051 回例会
（過去 3 回の修正出席率

【本日の卓話】

「

2015/12/3
10/29：100％

クラブ年次総会

11/5：100％ 11/12：100％）

」
12 月は疾病予防と治療月間です

【前回の会長挨拶】
（第 2050 回例会）
本日は深川純一先生の、純ちゃんのコーナーより「ロータリーの寛容論」についてお
話します。1905 年シカゴロータリーが創立された当時は奉仕という考え方はまった
くありませんでした。これが 1907 年以降、奉仕という考え方が生まれます。ところ
が、親睦団体であるクラブに奉仕の概念が入り、親睦を抑えて奉仕が生きるべきとい
う考えが生まれた結果クラブは崩壊します。そこでポール・ハリスは、親睦と奉仕は
等位であり表裏一体であると提唱します。即ち、親睦と奉仕の調和の中にロータリー
が宿ると。これがロータリー寛容論です。

【前回の例会】

「ロータリー財団の今と戦略計画」

職業研修ﾁｰﾑ委員長 福田哲三君

ロータリー財団の基金には大きく分けて二つあります。一つは年次基金。これは自分
たちの手でプロジェクトを行って社会貢献に使おうというものです。もう一つは恒久
基金です。これは運用費を活動費に使おうというもので、寄付というものは大きくこ
の二つです。また寄付の金額によって表彰や認証を行っています。繰り返しますが、
重要な事として、プロジェクトによって制約はありますが、寄付をした額の４分の 3
が３年後には自分たちの手に戻り、自分たちの活動に使えるという事です。各地でさ
まざまな活動が行われておりますが、すべての事業において皆様の手で使っていただき、社会貢献していただく
為の寄付であるという事をご理解いただき、本日の卓話とさせていただきます。

本日の卓話者

福田哲三君

地区大会ではお世話になりました

チャリティーバザーの報告

市川実行委員長より報告とお礼

本日ビジターの皆様

ロータリー財団について

我々の手で社会貢献を

浅岡会長より卓話者へお礼

ご来訪者
地区職業研修チーム委員長 福田哲三君(名古屋和合 RC)
岡崎ローターアクトクラブ 副会長 髙橋真咲君
幹事報告(稲垣幹事)
■ RI2820 地区倉沢修市ガバナーから、鬼怒川水害義捐
金のご協力に対しての御礼状が届いております。
■ 尾張中央ＲＣ、事務局移転のお知らせが届いておりま
す。詳細はクラブ事務局までお問い合わせください。
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■ 11/20(金)岡崎４ＲＣ会長幹事会が「さくら」にて開
催され、会長幹事が出席します。
■ 11/28(土)豊田西ＲＣ創立 45 周年記念式典が豊田
市民文化会館で開催され会長幹事が出席します。
■ 11/29(日)岡崎４ＲＣ合同「おおだの森」環境保全活
動事業が開催されます。参加者の方は 8 時 30 分に登
山口神社境内へ集合して下さい。
■ 11/22(日)ロータリーデー事業「芋ほり体験事業」が
仁木町おかざき農遊会の農園で開催されます。

■ 次週 11/26(木)は休会となります。
■ 次次週 12/5(木)クラブ年次総会です。次年度の理事
役員を選出する重要な議事が予定されております。全
員の出席をお願い申し上げます。
■ 12/10(木)は通常例会ですが、会場が「５０１号室」
から「ローレライ」に変更になりました。
■ 11/27(金)18 時半～せきれいホールにて第４９回１
３クラブスポーツ親善大会の打合せ会が開催され、金
本親睦委員長と杉田委員に出席していただきます。
■ 理事会で承認を得ました後期会費請求の件。 岡崎東
ＲＣ細則第６条第２節に沿って、１月１日までの納入
に支障の無いように、早目にご案内させていただきま
した。ご不明の点は、幹事の稲垣までお尋ねください。
ビジター報告 [岡崎 RC]3 名 [岡崎南 RC]1 名
出席委員会
本日の出席率 84.19%(欠席 8 名)
前々回(11/5)修正出席率 100％(欠席 0 名)

ニコボックス委員会
 福田哲三様(地区職業研修チーム委員長) 地区大会は大変お
疲れ様でした。本日は財団の話でお邪魔します。一生
懸命を務めますのでよろしくお願いします。
 浅岡謙治君 福田哲三様、地区大会に続いて卓話でも
お世話になります。
 稲垣寿君 卓話者 福田哲三様よろしくお願いします。
 市川幾雄君/柴田健吉君 地区大会時には大変お世話
になり有難うございました。
 金本孝美君 年忘れ親睦家族会への皆様のご出席をお
待ちしております。
 林孝夫君 森さん昨日は買い出しに付き合っていただ
き有難うございました。
 柴田敏光君 先日のゴルフコンペ有難うございました。
 草野信隆君/長坂勲君/小木曽進君/三浦泰廣君/三城偉
央君 ニコに協力します。
 佐野真琴君 ニコニコ委員会に配属となりました。宜
しくお願いします。

11 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

11 月

\382,000

\3,904

\50,000

\5,296

\104,000

今年度累計

\394,000

\22,452

\850,000

\24,379

\403,500

12 月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

12/10(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「ローレライ」「地区大会を振り返って」地区大会実行委員長 市川幾雄君
12/19(土)18:00～

ANA クラウンプラザ
ホテルグランコート名古屋

12/24(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」
12/31(木)

「年忘れ親睦家族例会」
※12 月 17 日(木)の例会変更です。
「半期を振り返って」会長 浅岡謙治君／幹事 稲垣寿君

定款第 6 条第 1 節の規定により休会です
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【委員会報告】「ロータリーデー 岡財平和学園と芋掘り体験」1１月 2２日(日)

青少年奉仕委員長

林孝夫

11 月 22 日にロータリーデー行事として岡崎平和学園の子供を招き、さつまいものいも堀り体験を実施しま
した。天候にも恵まれ、総勢 70 名以上の参加がありました。今回はいも堀り体験の後、大物賞、参加賞の商
品を金券にして渡し、その金券で自分の好きな駄菓子やくじ付おもちゃを買うという体験もしてもらいました。
後日平和学園にあいさつに伺いましたが、先生から、いも堀りも買い物体験も普段は出来ない事なので、貴重
な体験をして子供たちも大変喜んでいたといっていただきました。
準備不足でご迷惑をおかけしましたが、参加していただいたロータリアン、おかざき農遊会の方々が臨機応変
に対応していただき無事に行事を終える事が出来ました。この活動はロータリー活動を認知してもらうために
も有意義な活動だと思うので来年度以降も継続してやっていただきたいと希望します。

page 3

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

12 月 2 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 9 日（水）

岡崎

岡崎出雲殿 1 階 11:30～12:30

12 月 10 日（木） 豊田

ホテルトヨタキャッスル１階 11:30～12:30

12 月 11 日（金） 安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

12 月 11 日（金） 西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30

12 月 14 日（月） 豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

12 月 15 日（火） 岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

12 月 16 日（水） 知立

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

12 月 17 日（木） 豊田

ホテルトヨタキャッスル１階 11:30～12:30

12 月 18 日（金） 西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30

12 月 21 日（月） 豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

12 月 22 日（火） 岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

12 月 22 日（火） 豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

12 月 23 日（水） 知立

ホテルクラウンパレス知立 510 号室 11:30～12:30

12 月２3 日（火） 三河安城

法定休日により休会

12 月 25 日（金） 安城/西尾 KIRARA

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

12 月 28 日（月） 豊田西/豊田三好

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

12 月 29 日（火） 岡崎南/岡崎城南/豊田中

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

12 月 30 日（水） 岡崎/三河安城/知立

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

あづま会

12 月 8 日(火)

ｻﾞ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ GC
18:00～六本木

定例会
忘年会

チャーム

定例会

ひよどり会 12 月 10 日(木)
写楽会

内容

【11 月あづま会結果】優勝：畔栁秀幸君（N70/G78）
11/24 名古屋ｸﾞﾘｰﾝ GC 準優勝：三浦泰廣君（N71/G92）

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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