4３期【No.36】第 20６9 回例会
2016/4/28
（過去 3 回の修正出席率 3/24：98.15％ 3/31：96.30％ 4/7：100％）

【本日の卓話】「拝観例会」～今を生きる～ 西光寺住職/岡崎東ＲＣ名誉会員

成田敏圀様

4 月は母子の健康月間です

【前回の会長挨拶】（第 2067 回例会）
今日は第 43 回目の創立記念例会です。1973 年の創立当時を調べてみました。
1983 年に発行されました創立 10 周年の記念誌より、
その一部をご紹介します。
岡崎ロータリークラブ 20 周年記念事業として、もう一つ岡崎市にロータリー
クラブを造ろうと今は亡き内藤卯三郎パストガバナーの脳裏に閃くものがあっ
た。それから岡崎東クラブの胎動が始まったのです。昭和 47 年 11 月 22 日岡
崎ロータリークラブ理事会にて内藤パストガバナーより発言があり、新クラブの
設立について中西正雄君に特別代表を依嘱したい旨の発言があり、理事会にて承
認されました。この理事会をスタートに正式な準備が始まり、昭和 48 年 4 月 6 日、岡崎信用金庫井田支店
にて理事・役員予定の諸氏による諸事項（案）内定されました。その内容は、
１. クラブの名称 岡崎東ロータリークラブ 2. 創立会員 26 名の全容 3. 創立総会の実施を 4 月 20
日とする 4. 例会日を月曜とし第一例会を 5 月 7 日とする 5. 予算及びクラブ運営の細部
昭和 48 年 4 月 20 日に創立メンバー26 名にて創立総会が開催され仮クラブとして発足しました。そして、
昭和 48 年 5 月 2 日に国際ロータリー本部より正式に加盟承認されました。スポンサークラブからの移籍者
の無いクラブと言う事ですので中々大変なことだったと思います。10 周年の記念誌には、当時の事が順を追
って載っております。一度お目通しいただけたらと思います。

【前回の例会】

「会員増強を考え～行動する」

会員 野村政弘君･市川幾雄君

会員増強委員会として岡崎東 RC の現状 56 名という会員数について大変危惧しています。会員増強委員会の
役割は会員増強と会員維持を図ることであり会員を維持するためには会員の満足度を高めることが必要です。
本年度の理事に会員満足度についてアンケートを実施し 11 名の理事から回答を得ることができました。これ
を集計分析した結果をパワーポイントで発表しました。まず、本クラブの会員であることについての満足度は
80%ということでまずまずの評価となっています。さらに会員、例会、雰囲気について、また奉仕プロジェ
クトについて、コミュニケーションと対応について、会員であることの価値について、クラブへの参加につい
て、会員が払う会費についてといったテーマについての分析結果を発表しました。概ね評価は高いと感じられ
ましたが、下記の点は評価が低いと感じられました。今後の参考にしてください。
・クラブは会員からの意見やアイデアを積極的に募っているか（50％）
・クラブでは私の才能・スキルを活かす機会がある（58％）
・私はクラブの行事に家族、友人、同僚をよく誘う（非常に低い）
・ ロータリー財団のために求められる寄付（非常に低い）
最後に将来の岡崎東 RC がより会員満足度の高いクラブとなるように力を合わせていきましょう。

会員増強委員会 市川君と野村君

「会員増強を考え～行動する」

幹事報告(稲垣幹事)
■ 本日、岡崎 RAC の例会に西脇委員長が出席します。
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浅岡会長よりお礼の言葉

ようこそ！本日ビジター様

■ 次週 4/28（木）は「西光寺」での拝観例会です。
■ ゴールデンウィーク 4/29(金)～5/8(日)の間ガバナ

ー事務所、クラブ事務局ともお休みです。
ニコボックス委員会
■ 岡崎市農林業振興推進実行委員会から市制 100 周年
 野田清衛様･池田憲治様･山形悦男様（豊田西ＲＣ）
記念「田んぼアート」ご協賛の依頼が届いております。
本日はお詫びに伺いました。
■ 創立記念例会にちなんで、創立 10 周年、20 周年の
 加藤雄一郎様
（岡崎 RC） 本日はお世話になります。
記念誌を回覧しております。是非ご覧ください。
 浅岡謙治君 市川さん、野村さん、本日の卓話よろし
副幹事報告（酒井副幹事） 4/24(日)次年度地区研修･
くお願いします。
協議会がＷナゴヤキャッスルで開催されます。
 稲垣寿君 金本委員長、楽しい親睦レクレーション会
ありがとうございました。
ビジター報告 ［豊田西ＲＣ］3 名
 市川幾雄君 何かしゃべります。
[岡崎 RC]2 名 [岡崎南 RC]2 名
 野村政弘君 本日卓話(ほんの一部)をさせていただき
出席委員会
本日の出席率 78.85%(欠席 11 名)
ます。豊田西 RC の皆様、ご丁寧にお疲れ様です。こ
前々回(4/7)修正出席率 100％(欠席 0 名)
れからも中分区の一員として仲良くしていきましょう。
親睦委員会 4/29(金)9:00～サンボールにて 13 ｸﾗﾌﾞ

安川政男君 西脇さん、生駒さん有難うございました。
親睦ｽﾎﾟｰﾂ大会が開催されます。ｸﾗﾌﾞｼﾞｬﾝﾊﾟｰ着用で！
 新浪勝也君 分区ゴルフ 13 位で賞品を頂きました。
環境保全委員会 岡崎ゲンジボタル河合保存会より放
 生駒尚久君･西脇謙二君 先週のいちご狩り有難うご
流式への出席のお礼状が届いております。
ざいました。
社会奉仕委員会 熊本地震への義援金をお願いします。
 長坂勲君･小木曽進君 ニコに協力します。
米山奨学委員会 本日、ご浄財をお願いします。

【参加報告】「2016-17 年度 地区研修協議会」

平成 28 年４月 24 日(日)

副幹事

酒井賢

4/24(日)ウエスティンナゴヤキャッスルに於いて「2016-17 年度の為の地
区協議会」が岡崎城南 RC のホストにより開催され、次年度会長・副会長・幹
事はじめ 26 名出席していただきました。服部ガバナーエレクトの点鐘に始ま
り、各分科会に分かれての勉強会が行われました。長時間にわたり皆さんお疲
れ様でした。次年度のクラブ運営にご協力の程宜しくお願い致します。
５月の例会予定
例会予定
5/5(木)
5/12(木)12:30～
5/19(木)

例会会場
定款第 6 条第 1 節の規定により休会です

岡崎市竜美丘会館「501」 「頑固親父」岡崎市教育長 髙橋淳様

日帰り親睦家族例会へ振替のため例会はありません

5/22(日)
5/26(木)12:30～

内容

岐阜方面

「日帰り親睦家族例会」

岡崎市竜美丘会館「501」 「RYLA セミナーに参加して」光ヶ丘女子高校 佐藤千夏さん

他クラブ例会変更・休会のお知らせ
変更予定日

4/29(祝)～5/8(日)

RC 名

サイン受付場所

全クラブ 法定休日及び定款第 6 条第 1 節の規定により休会です

5 月 10 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

5 月 11 日（水）

豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

5 月 16 日（月）

刈谷

刈谷商工会議所 3 階事務局 11:30～12:30

5 月 17 日（火）

西尾

西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30

5 月 20 日（金）

西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30

5 月 23 日（月）

豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

5 月 24 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

5 月 30 日（月）

豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

5 月 31 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00
同好会便り

同好会

開催予定日

場所

あづま会

5 月 27 日(金)

ザ・トラデション GC

定例会

ひよどり会

5 月 12 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
： Ｊａｚｚ Ｍｙ Ｒｏｍａｎｃｅ
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作 曲 者 ： Ｒｏｎ Ｃａｒｔｅｒ（ロン
カーター）

ベーシスト

