4３期【No.22】第 2055 回例会
（過去 3 回の修正出席率

【本日の卓話】

「新会員卓話」
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会員

佐野真琴君

1 月は職業奉仕月間/追悼記念週間(1/27 を含む一週間)です

【前回の会長挨拶】（第 2054 回例会）
先週の家族会、皆さまお楽しみいただけましたでしょうか？
今日は、第 19 代内閣総理大臣 原敬さんのお言葉 『宝積（ほうしゃく）
』を紹介し
たいと思います。
『宝積』とは、「徳を積めば人として最良の糧（宝）を得る。人に尽くして見返りを
求めない。」という意味であります。平民の宰相と呼ばれました 原敬は、この言葉通
りの人で、
「爵位をかたくなに拒み、陳情を求める人とは深夜でも例外なく面談した」
そうです。私邸に届いた贈答品をその日のうちに返却するほどの生真面目な方でもあ
りました。「人に尽くして見返りを求めない。」なかなか出来ることではないですが、私も少しでも見習わなけ
れば、と思います。今日は、
『宝積』という言葉を紹介して、会長挨拶とさせていただきます。

【前回の例会】

「半期を振り返って」

会長

浅岡謙治君・幹事

稲垣寿君

【浅岡会長】半期を振り返って、ガバナー訪問・地区大会とやってこられたのも会員の皆様のご理解・ご協力の
おかげと感謝申し上げます。昨年の 9/7・10/5・11/9 とＲＬＩの会長の研修がありました。これが想像以上
に大変でしたが、他クラブの会長さんとも顔見知りになれたことがよかったと思います。そして年が明け委員会
組織・構成・予算・年間予定表と稲垣幹事の働きのおかげで用意準備することができました。3/14PETS、5/13
新旧 4ＲＣ会長幹事会、5/27 西三河中分区会長幹事会と進み、いよいよ新年度が始まり、特に第一例会日は、
挨拶、会長方針、理事会、名誉会員訪問、マスコミ 3 社への挨拶、ＲＡＣ第一例会での挨拶と大変でした。
９/2 ガバナー訪問は岡崎ＲＣとの合同例会で例年ですとこれが終わると一区切りつけるのですが、今年は地区
大会が待っております。只、事前に市川実行委員長より「地区大会は我々に任せ、会長はクラブ運営をしっかり
やってくれ」と言っていただき本当に心強かったです。皆さんのおかげで地区大会は大成功に終わり、岡崎東Ｒ
Ｃの力を見せられたと思います。11/12 親睦夜間例会（地区大会打上げ）、ロータリーデー（平和学園との芋
ほり学習体験）、12/19 年忘れ親睦家族会とどれも大変良かったと思います。これでやっと半年終わりました
が、まだ半分残っております。気を引き締めて稲垣幹事とやっていきますのでよろしくお願いします。
【稲垣幹事】足掛け 10 年目ですが、こういう機会がありそうで無くて、非常に緊張しております。
振り返ってみますと、私はのんびり屋の性格でスイッチが入ったのが、昨年の 11/13 諮問指名委員会でした。
昼間の例会を終え、夕方たまたま妻と食事に出かけた時、浅岡会長より「指名委員会開会 10 分前だけど・・・」
と電話がありました。幹事がその会に出席することすら知らなかったのですが、妻に怒られながらもなんとか間
に合い、歴代会長さんの話を聞くにつれ「これはえらいことになった」と遅まきながらスイッチが入りました。
半期を振返って一番感激したことは、新年度の第一例会での会場入り口周辺で、前年度の委員長さんや委員さん
が新年度の方々をサポートをしていただいているところを見て、大変うれしく思いました。話は変わりますが、
今日、神尾さん、杉山さんがご勇退されますが、幹事としていろいろな計画を立てていくうえで、新しい会員を
募っていく必要があると思います。知り合いや仕事関係の方にお声掛けして、新しい仲間を増やしていかなけれ
ばいけないと思います。また、後期も頑張っていきますのでご指導いただきますようよろしくお願いします。

卓話：浅岡会長・稲垣幹事

神尾君・杉山君へ記念品贈呈
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卓話：
「半期を振り返って」

ようこそ！本日ビジター様

国際大会参加企画 来年 5/28(土)～5/30(月) 2 泊
ご挨拶
3 日ソウル国際大会参加企画。工程表等は随時案内して
12 月末でご勇退される、神尾英雄君（在籍 35 年）
、
いきますので、ご希望の方は西脇まで。
杉山正章君（在籍 30 年）よりご挨拶がありました。
ニコボックス委員会
幹事報告(稲垣幹事)
 神尾英雄君 35 年間お世話になりました。
■ ガバナー事務所より、2016.5/28～6/1 まで韓国ソ
 杉山正章君 晴れて、本日をもちまして退会します。
ウルで開催されます国際大会、及び「第 2760 地区
３０年間お世話になりました。
ガバナーナイト」のご案内が参っております。ご希望

浅岡謙治君･稲垣寿君 卓話させていただきます。
「半
の方は幹事までご相談ください。
期を振り返って」よろしくお願いします。
■ 第 23 回
「西三河中分区 RC 懇親ゴルフ大会」
の案内。
 三浦泰廣君 カラオケ２曲も歌って申し訳ありません
岡崎ＲＣのホストで 4/8(金)葵 C.C.で開催されます。
でした。反省しています。
3/4(金)迄にあづま会の畔栁秀幸君にお申し出下さい。
 坂野弘君 金本さんお疲れ様でした＆すみませんでし
■ 地区大会事務局は 12 月 25 日(金)をもちまして閉鎖
た。浅岡会長、娘夫妻の写真ありがとうございました。
となり、その後は当クラブ事務局にて対応します。
 生駒尚久君 西脇君、お誕生日おめでとうございます。
■ 次週 12/31(木)は定款第 6 条 1 節の規定により休会。
 杉田雄男君･南鉉君 浅岡会長、写真有難うございます。
■ 新年 1/7(木)例会終了後ローレライにて定例理事会
 佐野真琴君･西脇謙二君 家族例会楽しかったです。あ
を開催します。理事役員の方の出席をお願いします。
りがとうございました。
■ 12/26(土)～1/4(月)まで事務局はお休みとなりま

野村政弘君 本年はありがとうございました。来年も
す。ご利用、または緊急連絡は稲垣までお願いします。
宜しくお願い致します。
■ 年末年始の例会変更のご案内。詳しくは週報あづまを
 手嶋明君 あと半期、がんばって下さい。
ご覧ください。
 新浪勝也君 今年も一年無事過ごせました。
ビジター報告 [岡崎 RC]1 名
 山中一君 車をやめました。
出席委員会
本日の出席率 88.13%(欠席 7 名)
 岩崎靖彦君 12 月欠席ばかりで失礼しました。
前々回(12/10)修正出席率 100％(欠席 0 名)
 長坂勲君 ニコに協力します。
米山奨学委員会 ご浄財をお願いします。
1 月の例会予定
例会予定
1/14(木)12:30～
1/21(木)12:30～

例会会場

内容

岡崎市中央クリーンセンター 「職場例会」
岡崎市竜美丘会館「501」 「水質保全活動報告」岡崎市立形埜小学校の皆さん

1/28(木)18:00～

「魚清」

「新春親睦夜間例会」

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

1 月 8 日（金）

西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30

1 月 11 日（月）

豊田西/豊田三好

法定休日により休会

1 月 12 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

1 月 18 日（月）

豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

1 月 19 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

1 月 22 日（金）

安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

1 月 25 日（月）

刈谷

刈谷商工会議所 3 階事務局 11:30～12:30

1 月 27 日（水）

豊田東

ホテルトヨタキャッスル１階 11:30～12:30

1 月 29 日（金）

西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30
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

ひよどり会

1 月 14 日(木)

チャーム

定例会

写楽会

今月の BGM

内容

有志による写真をメーリングリスト･例会場にて掲示

タイトル名 ： ＢＡＳＳ ＯＮ ＴＯＰ（ベースオントップ）ブルーノートレーベルより
作 曲 者 ： ポール・チェンバース
ベーシスト 1935～69 年 デトロイト生まれ 83 歳没
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