4４期【No.2】第 2078 回例会
月間です （過去 3 回の修正出席率

2016/7/14
6/2：98.15％

6/9

94.55％

6/23：98.11％）

【本日の卓話】 「あいちトリエンナーレ開催要項について」岡崎市文化芸術部次長 野田元陽様
【前回の会長挨拶】（第 2077 回例会）
今年度岡崎東ロータリークラブ第 44 代会長を務めさせていただきます小林でございます。
24 節季で言いますと今日は小暑です。暑気にわかに立ち上りじりじりと照りつける夏実感、
そんな季節となりました。また七夕でもあります。もう一つ夢のあるニュースは、先程日本
人 11 人目の宇宙飛行士 大西拓哉さんが、カザフスタンの宇宙基地からソユーズで国際宇
宙ステーションに向けて出発されました。そんな記念すべき日に新年度一回目の例会を開催
でき光栄です。私は平成８年に入会し、スポンサーは当時幹事の橋本さんですが、実際はお
盆に小原 CC でゴルフをご一緒した市川幾雄さんです。同期は 14 人ですが色々な事情で退会され、足立憲彦
先生と私の二人となりました。2009-10 年度(平成 21-22 年)第 37 代会長が山内隆一さんの時に幹事をさ
せて頂きました。７年ぶりに皆さんの前に多く登場しますがどうぞよろしくお願い致します。７月１日に早速
会長としての仕事がありました。岡崎市制施行百周年記念式に出席し表彰を受けてまいりました。表彰理由は
「市政進展のための寄附を多年継続」です。長年に亘るクラブの先輩方の功績が対象でした。表彰者は約 180
の個人と団体で、市民栄誉賞の木俣達彦さん・中嶋悟さん・大野真澄さん・平泉成さんも表彰されていました。

【前回の例会】

「就任挨拶」

会長 小林清文君・幹事 酒井賢君

【小林会長】昨年８月から今年の３月にかけて合わせて５回、会長候補者を対象としての研
修会がありました。中でも最も大変なのが「ＲＬＩ2760 分科会研修」です。３日間朝の９
時から午後５時過ぎまで研修会議があり、学生時代でもこんなにぶっ続けで授業を受けたこ
とがない・・そんな研修会です。それぞれ６のテーマがあり人も教室も講師も入れ替り発言
中心の研修会で、最終の研修会で今年度のガバナー岡崎 RC の服部良男さんの講義がありま
した。内容はＲＩ会長の方針の説明と地区としての方針です。クラブ会長の任務の一つは地区の方針を各クラ
ブに伝えることですので服部ガバナーの方針をお話しします。今年度ジョンＦ.ジャームＲＩ会長のテーマは「人
類に奉仕するロータリー」です。それを受けて 2760 地区 服部ガバナーの方針は「真のロータリアンになろ
う、ロータリアンを見つけよう」です。ロータリーの五つのブランド、親睦・高潔性・多様性・奉仕・リーダ
ーシップを地域の人びとに伝え、新しいロータリアンを見つけましょう。これらを実行するために、マイロー
タリーに登録する・クラブセントラルを使う・地区、クラブでソーシャルメディアを使いましょう。当クラブ
もこの方針に従い取り組んでまいります。一年間宜しくお願いします。
【酒井幹事】いよいよ新年度が始まり、身が引き締まる思いです。一年間私にとって成長で
きる良い機会を与えて頂いたと思いこの緊張感を少し楽しみながら過ごしていきたいと思い
ます。小林年度は 2 月の地区研修協議会･ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ･理事会と始まっています。経験の浅
い委員長さん達が積極的に動いていただく姿を見て心強く思っています。幹事の仕事は第一
に会長の方針を実現できるようクラブの運営を行うとあります。小林会長は将来に向け前向
きな姿勢で「継続事業の見直し」と「会員増強」を挙げています。どちらもクラブの発展に
かかわる重要な課題になります。すでに会員の減少に伴い各委員長さんの負担が増えています。委員の方はど
うか委員長さんを助けて頂きたいと思います。次にクラブ内から外から色々な情報が幹事の元に入ってきます。
すべてを把握し交通整理するのが幹事の仕事だと思います。まだまだ分からない点が多く、ご迷惑をお掛けす
る場面があると思いますがご協力お願いします。特に会場、親睦委員会との連絡調整は密に取って例会や事業
をスムーズに行いたいと思います。各委員長さんは、それぞれの立場で積極的に行動して頂きたいと思います。

小林会長 初点鐘

幹事バッジ引継ぎ

会長バッジ引継ぎ
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水野恒彦君へお礼

7 月お誕生日おめでとう！

皆出席おめでとう！

ようこそ！本日ビジター

ご披露

出席委員会
本日の出席率 85.19%(欠席 8 名)
姉妹クラブの松本東 RC より祝電とお花が届きました。
前々回(6/23)修正出席率 98.11％(欠席 1 名)
岡崎市制施行百周年記念式で多額寄付表彰されました。 親睦委員会
7 月の慶祝の発表
幹事報告(酒井幹事 )
ロータリー財団委員会 ご浄財のご寄附お願いします
■ 7 月のロータリーレートは 1 ドル 102 円です。
ニコボックス委員会
■ 姉妹クラブの松本東ＲＣより祝電と花が届いております。
 岡崎南 RC 杉田雅樹様 ビジター１番目となりました。
■ 7 月 1 日(金)岡崎市制施行 100 周年記念式が中央総合公  小林清文君･酒井賢君 一年間よろしくお願いします。
園で開催され小林会長が出席されました。市制進展のた  浅岡謙治君 小林会長、酒井幹事、健康に気をつけ１年
めの寄付を多年継続により表彰されました。
間ガンバッて下さい。
■ 本日 19 時～岡崎勤労文化センターで第１回岡崎ロータ  市川幾雄君･小木曽進君･杉田雄男君･野村政弘君･新浪勝
ーアクトクラブ例会が開催され、小林会長、中根青少年
也君･原田耕平君 小林会長、酒井幹事、就任おめでとう
奉仕委員長、加藤ローターアクト委員長が出席されます。 ございます。一年間がんばって下さい。
■ 今年度の計画書を配布させて頂きました。
 池田正君
来週 14 日はひよどり会の総会です。多数
■ 本日例会終了後ローレライにて、第６回理事会を開催し
参加よろしくお願いします。
ます。理事役員の方出席をお願いします。
 長坂勲君
ニコに協力します。
ビジター報告 [岡崎 RC]1 名 [岡崎南 RC]1 名
 就任退任の皆様よりニコを頂戴しました。

【会議報告】第 1 回ロータリー財団監査委員会に出席して

地区ロータリー財団監査委員 野村政弘

去る７月５日(火)ガバナー事務所分室にて、地区の第 1 回ロータリー財団監査委員会が開催されました。
加藤陽一ロータリー財団監査委員長(PDG)、中村公彦ロータリー財団委員長の挨拶の後、
１．2015-16 年度の監査について
２．2015-16 年度事業報告
３．2016-17 年度事業計画について
協議しました。初めての役職であり不慣れな点はありますが、任期を全うしたいと思います。

【会議報告】地区公共イメージ向上委員会報告 2016/07/07

地区公共イメージ向上委員

坂野弘

今年度、地区公共イメージ向上委員会へ出向しています坂野です。この委員会は、元の広報委員会と IT 委
員会が合わさって出来た委員会で、RI では、委員会のこの名称が公式には使われるようになっています。
今年度は、服部ガバナーがソーシャルメディアの推進を方針に挙げるほど、力が入っていて、毎回ガバナ
ー出席のもと、年度前に 3 回、今年度 1 回と、非常に活発に活動しております。
役割は、My Rotary 登録、HP 活用推進、Facebook・Twitter 等ソーシャルメディアの活用で、多くの人
にロータリーの奉仕を知って、興味をもってもらい、その結果、会員増強につながるという戦略です。
現在、記者会見等向けの背面パネル（ロゴが並んで入っているもの：坂野デザイン中）や、桐渕副委員長
自作の「My Rotary 登録方法ビデオ」を先日ホームページで公開しました。また、ソーシャルメディア活
用については、大きな組織の専門家（ちょっと公表は控えます）が、全面協力で各ロータリアン個々に教
えていただけるように動いています。
皆さんの協力が必要です。 『 まずは、My Rotary に登録をお願いします 』
地区 HP http://www.rotary2760.org/
地区 Facebook https://www.facebook.com/RID2760governor/
MyRotary 登録 https://www.rotary.org/myrotary/ja
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７・８月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

7/21(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

7/28(木)18:00～

「魚清」

8/4(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「末広」

8/11(木)

「私の進路と将来の展望」元米山奨学生 侯 利明君
新年度親睦夜間例会
「長瀬楽人会活動報告」長瀬楽人会 上原久様

法定休日（山の日）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

7 月 18 日（月）

豊田西/豊田三好

法定休日により休会

7 月 19 日（火）

西尾

西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30

7 月 20 日（水）

豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

7 月 25 日（月）

豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

7 月 26 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

7 月 26 日（火）

岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

8 月 9 日（火）

豊田中

お盆休みにより休会

8 月 10 日（水）

豊田東

お盆休み（一般に認められた休日）により休会

8 月 12 日（金）

西尾 KIRARA

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

8 月 15 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

8 月 16 日（火）

岡崎南･岡崎城南･西尾

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

8 月 17 日（水）

岡崎

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

あづま会

7 月 19 日(火)

ひよどり会
写楽会

7 月 14 日(木)
午後 6 時 30 分～

場所

内容

トラディション GC
（総会：魚清）
チャーム

取り切り戦

総会

有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示

page 3

