4３期【No.20】第 2052 回例会
（過去 3 回の修正出席率

【本日の卓話】

「

地区大会を振り返って

2015/12/10
11/5：100％

」

11/12：100％

11/19：100％）

地区大会実行委員長 市川幾雄君
12 月は疾病予防と治療月間です

【前回の会長挨拶】（第 2051 回例会）
近頃、ラグビーのワールドカップ・南アフリカ大会以降急激なラグビー人気です。ラグビ
ーボールは楕円形で転がる方向が一定しない所がラグビーの醍醐味の一つとなっていま
す。では何故 楕円形なのか？起源は 1823 年イギリスの高校サッカーの試合でウィリア
ムズエリスと言う少年がボールを抱えて相手ゴールに走り出した事がきっかけで、当然彼
の行為は反則でしたが「ドリブルよりボールを持って走った方が面白い」と言うことにな
り、この試合が行われた学校名を取って新しいスポーツ「ラグビーフットボール」が生ま
れたのです。ところがボールが重くて「プレーしにくい」との声から、豚の膀胱を膨らませ、牛革を張り合わせ
て楕円形のラグビーボールの形が決まった、と言われております。ラグビーボールの形が元は豚の膀胱からきて
いるとはほとんどの方が知らないと思います。

【ご来訪】

「地区大会ホストへお礼」

地区幹事

大竹一義様

本来ならば加藤ガバナーがお礼を申上げるところでありますが、『ロータリー研究
会』に出向いておりますので、本日は私が代わりに挨拶をさせていただきます。
先日の地区大会には、大変皆様方のご協力を頂きまして、大成功のうちに終えるこ
とが出来まして厚くお礼申上げます。加藤ガバナー年度の一番大きな地区大会を 2
年間という長い間準備をしていただき、すばらしい大会が出来たと思っておりま
す。これからもまだ後半のガバナー年度がありますので、皆様のご支援・ご指導も
宜しくお願いします。本当にありがとうございました。

【前回の例会】

「クラブ年次総会」

司会(稲垣幹事)：只今より岡崎東ロータリークラブ第 43 年度年次総会 【2016-17 年度役員理事の皆さん】
会長
小林清文
を開催いたします。岡崎東ロータリークラブ細則第 5 条第 1 節「会員
会長エレクト
生駒尚久
総数の 3 分の 1 以上を定足数とする」に基づき、会員総数 59 名本日
副会長
中川和広
の出席者 52 名、従いまして本総会の議決は成立するものといたします。
幹事
酒井 賢
議長(浅岡会長)：第 1 号議案 次年度役員理事の選出の件 当クラブで
会計
宇野弘隆
は指名委員会に付託し、次年度の役員理事を指名していただいておりま
ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長
野村政弘
す。去る 11 月 5 日に指名委員会を開催し、次年度の役員理事を指名し、
職業奉仕委員長
春名祐樹
諮問委員会にて承認決定されました。指名委員長の手嶋明君より発表し
社会奉仕委員長 林 孝夫
ていただきます。
国際奉仕委員長 南
鉉
手嶋指名委員長：(右表の報告)議長(浅岡会長)：新役員採決に移ります。
青少年奉仕委員長 中根匡規
賛成過半数。よって本議案は指名委員会の発表どおり決議します。
副幹事
安井健次
小林清文次年度会長：「地位は人を作る」と言う諺がありますが、修行
(敬称略)
のつもりで取組ませていただきます。先々の年度の為に、自クラブの充
実を図っていきますのでご協力お願いします。
酒井賢次年度幹事：小林会長の方針に沿って理事役員の皆様と力を合わ
せ、少しでもクラブが良くなるように働きたいと思います。至らない点
が多々あるかと思いますが、皆様のご協力を頂いて無事完走したいと思
っております。
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大竹地区幹事(右)と市川君･柴田君

12 月お誕生日おめでとう！

地区スタッフ松本様(右)刑部様

ようこそ！本日ビジター様

ご来訪者
青少年奉仕委員会 先日の「ロータリーデー」（平和
地区幹事 大竹一義様(瀬戸 RC)
学園との芋掘り体験）総勢 70 名以上の参加を頂きあり
地区スタッフ 松本哲也様・刑部祐介様(瀬戸 RC)
がとうございました。平和学園生からのお礼の寄書きが
幹事報告(稲垣幹事)
会場入口に掲示してあります。
■ 今月のロータリーレートは 1 ドル 120 円です。
ニコボックス委員会
■ 田原ＲＣより森田雅人会長が退会され、鈴木進直前会
 大竹一義様･松本哲也様･刑部祐介様(瀬戸 RC) 地区
長が就任されたとお知らせが届いております。
大会お疲れ様でした。
■ 12/7(月)ガバナー事務所にて第 1 回地区大会企画委
 浅岡謙治君･稲垣寿君 大竹地区幹事、地区スタッフ松
員会が開催され、市川実行委員長･柴田実行幹事が出
本様、刑部様を歓迎します。
席されます。
 市川幾雄君 ガバナー事務局幹部の皆様ようこそ。
■ 新会員 佐野真琴君の会員手帳用のシールが、アレン
 柴田健吉君 大竹様、松本様、刑部様本日はご苦労様
ジケースに配布してあります。
です。地区大会では有難うございました。
■ 本日例会終了後ローレライにて理事会を開催します。
 林孝夫君 ロータリーデーの芋掘りお疲れ様でした。
理事役員の方はお間違えの無いようにお願いします。
皆さんのおかけで無事に行事が出来ました。
■ 岡崎東ＲＣ細則第６条「入会金および会費」第２節に
 森洋子君 子ども達の笑顔に癒されました。林さん、
は「会費は年額 260,000 円とし、毎年２回７月１日
当日参加の皆様お疲れ様でした。
および１月１日に納入すべきものとする。
」と規定さ
 新浪勝也君 芋掘り･草刈り参加の方々お疲れ様でし
れています。今回は１月１日までの納入に支障の無い
た。
ように、少し早目にご案内させていただきました。ご
 池田正君 おおだの森草刈奉仕ご苦労様でした。
不明の点は、幹事の稲垣までお尋ねください。
 南鉉君 おおだの森草刈奉仕ご協力有難うございます。
■ 次週 12/10(木)の例会は、会場が２階「ローレライ」
 柴田敏光君 先日のゴルフコンペ有難うございました。
に変更になります。お間違えない様お願いします。
 草野信隆君 楽しいことがありました。
副幹事報告(酒井副幹事)
 神尾英雄君･小木曽進君 ニコに協力します。
■ 本日例会終了後、同会場に於いて次年度第 1 回理事会
 原田耕平君 久しぶりなのでニコに協力いたします。
を開催します。次年度役員理事の方はご参集ください。  畔栁秀幸君 あづま会優勝しました。
ビジター報告 [瀬戸 RC]3 名 [岡崎 RC]4 名
 長坂勲君･小林清文君･梅村順一君･近藤金作君･三城偉
出席委員会
本日の出席率 91.23%(欠席 5 名)
央君･杉田広喜君 皆出席を喜んで。
前々回(11/19)修正出席率 100％(欠席 0 名)
ロータリー財団委員会 ご浄財をお願いします。

【活動報告】

「おおだの森草刈奉仕」

11 月 29 日（日）

環境保全委員長

南

鉉

雨天のため 11 月 29 日に順延になりましたが、おおだの森にて草刈清掃および木の幹の保護などの奉仕活動
を行いました。参加者は、岡崎城南ＲＣ2 名･岡崎ＲＡＣ2 名･岡崎東ＲＣ8 名の合計 12 名です。
急な斜面もありましたが、皆様は積極的に作業をして頂き見違えるほどきれいになり、おおだの森も喜んでい
ると思います。今後も活動を継続することが、社会奉仕につながります。皆様お疲れ様でした。

草刈前：雑草が生い茂っています
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草刈後：きれいになりました

12 月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

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

「年忘れ親睦家族例会」
※12 月 17 日(木)の例会変更です。

12/24(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「半期を振り返って」会長 浅岡謙治君／幹事 稲垣寿君

12/31(木)

定款第 6 条第 1 節の規定により休会です
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 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 21 日（月） 刈谷

刈谷商工会議所 3 階事務局 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/刈谷

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

1 月 5 日（火）

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

岡崎城南

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

あづま会

1 月 26 日(火)

葵 CC

定例会

チャーム

定例会

ひよどり会 12 月 10 日(木)
写楽会

内容

【12 月あづま会結果】優勝：畔栁秀幸君（N72/G78）
12/8(火)ｻ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ GC 準優勝：柴田健吉君
（N72/G88）

有志による写真をメーリングリスト･例会場にて掲示

今月の BGM

タイトル名 ： ユタ・ヒップ ウィズ ズート・シムズ
作 曲 者 ： Ｊｕｔｔａ Ｈｉｐｐ（ユタ・ヒップ）
Ｚｏｏｔ Ｓｉｍｓ（ズート・シムズ）
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ドイツ人ジャズピアニスト
ユダヤ系アメリカ人スックス走者

