4４期【No.4】第 2080 回・2081 回例会 合併号
月間です
（過去 3 回の修正出席率

【本日の卓話】

2016/8/4
7/7：98.15％

「長瀬楽人会活動報告」

7/14：100％

7/21 100%）

長瀬楽人会 代表 上原 久 様

【前々回の会長挨拶】（第 2079 回例会）
明日 7 月 22 日は 24 節気の「大暑」です。暦通り厳しい暑さが続いています。水分を
しっかり取り体調管理に努めて頂きたいと思います。会長の任務の一つに「服部ガバナー
の方針をクラブで会員の皆さんに伝えること」があります。その中のロータリーのブラン
ドについて詳しくお伝えします。ブランドとは「他の商品と区別するために、自己の商品
に使用する名称や商標」です。ロータリーブランドは「親睦・高潔性・多様性・リーダー
シップ・奉仕」です。親睦―互いに親しみ合い、仲よくすること。高潔性―人柄が立派で、
利欲のために心を動かされないこと。多様性―いろいろな種類や傾向のものがあること。変化に富むこと。リ
ーダーシップ―個人又は集団に対する「指導力」「統率力」「影響力」である。共通の目標がありその目標を達
成することを目的としてメンバーの力を結集しメンバーの働き甲斐を作り出すためにとる行動。奉仕―利益を
目的とせずまた見返りを要求することもなく人のために尽くすこと。このブランドを強みとして、武器として
他のＮＰＯ法人に負けないようマーケティングしましょう。つまり売り込みましょうということです。そして
数ある奉仕団体の中からロータリークラブを選んでもらいましょう。ではこれを実行するためにはどうしたら
いいか？「オンラインツールとソーシャルメディアの活用」ということになります。

【前々回の例会】

「私の進路と将来の展望」

元米山奨学生

侯 利明 様

2009 年から来日して 7 年間が経過しました。今は博士論文の最終段階におり博士論文の修正を行っています。
今年の 9 月 13 日に卒業予定です。9 月末あるいは 10 月上旬に中国に帰国を予定しております。私自身、辛
い生活の中この７年間で夢を諦めず頑張った甲斐があり、中国の非常に有名な「西安交通大学」人文社会学部に
就職することができました。1896 年創立「上海南洋公学」が前身で 1921 年に「交通大学」に改称し 1956
年に西安へ移転、1959 年に現在の「西安交通大学」に改称しました。「交通」今の交通の意味と異なり、『易
経』の「天地交而万物通」から由来しております。現在中国西部においては規模、研究水準ともに最高峰の大学
で、中国のトップ大学間の高校連盟「九校連盟(C9)」の一員としてよく知られています。男子学生の割合が高
く歴史的建物も多く歴史を感じました。「西安」は中国の陝西省の省都であり、古くは中国古代の 13 王朝の都
となった長安です。国家歴史文化名城であり、世界各国からの観光客が多く来ます。又、九つ世界文化遺産を持
ち「秦始皇帝陵」「兵馬俑」シルクロードの中の「大雁塔」「小雁塔」「唐長安城大明宮」「前漢長安城未央宮
遺跡」「興教寺塔」「張騫墓」「彬県大仏寺石窟」があります。世界文化遺産だけでなく、自然風光も恵まれ
ています。「華山」は中国五名山の一つで道教の修道院があり、西遊記で孫悟空が閉め込められた山として知
られています。華山の特徴が「険しい」山であり、最もよく知られるのは木板で作られた 20cm しかいない「長
空桟道」です。私の将来の抱負は、第１に研究者としての初心を忘れず頑張ること。第２に社会参加と社会貢献
を堅持し、親睦･奉仕の心を育つこと。第３に日中友好の架け橋になり、日本の美しさとおもてなしをより多く
の中国の若者に伝えること。最後に岡崎東ロータリークラブの皆様に感謝の念で一杯です。将来中国に帰り奉仕
の心をより多くの人々に伝え、日本と中国の友好関係を促進したいと考えています。

侯利明様(右)と鈴木委員長

地区大会 PR

中川副会長よりお礼

ようこそ！本日ビジターの皆様

ータリー情報委員長に出席して頂きます。

ご来訪者

■ 本日岡崎ローターアクトクラブの例会に加藤ローター

2016-17 年度地区大会実行委員会
アクト委員長に出席して頂きます。
委員 大島賀樹様・山本邦夫様(小牧ＲＣ)
■
7/22(金)愛知県産業労働センターで会員増強セミナー
前々回幹事報告(酒井幹事 )
が開催され畔栁委員長と幹事が出席します。
■ 本日第 1 回地区危機管理研修会に生駒エレクト･浅岡ロ
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■ 7/23(土)岡崎４ＲＣ会長幹事会に会長幹事、
報道関係者

■

■
■
■
■
■

及び岡崎４ＲＣとの懇談会に会長幹事、野村クラブ奉仕
委員長、金本広報委員長に出席して頂きます。
7/26(火)～8/3(水)インターアクト第 29 回海外派遣研
修に光ヶ丘女子高等学校の原結子さん･長谷川志乃さん
が参加されます。
2016-17 年度地区大会ＰＲ用パンフレットがアレン
ジケースに入っています。お持ち帰りください。
地区研修協議会報告書が届いています。出席者のアレン
ジケースに配布しましたのでお持ち帰りください。
おかざき世界こども美術博物館より『ダンボールの海に
眠るシードラゴンの伝説』のご案内が届いています。
本日、例会終了後 4 階末広にて第 3 回クラブアッセン
ブリーを開催します。
次週 7/28 例会は新年度親睦夜間例会です。午後６時
より魚清さんにて開催します。

ニコボックス委員会
 大島賀樹様･山本邦夫様(小牧 RC)









ビジター報告[小牧 RC]2 名[岡崎 RC]３名[岡崎南 RC]2 名 

出席委員会
7/21 の出席率 86.54%(欠席 7 名)

(7/7)修正出席率 98.15％(欠席 1 名)


地区大会ＰＲに伺い
ました。
小林清文君･酒井賢君 本日第３回クラブアッセンブリー
を開催します。宜しくお願いします。
市川幾雄君･柴田健吉君 本年度地区大会の成功をご祈
念申し上げます。
池田正君
去る 14 日ひよどり会総会が 15 名の出席
者を得て無事終了致しました。有難う御座いました。
小出一輔君 クラブアッセンブリー初参加します。
手嶋明君
生駒さん、お世話になりました。しばらく
津軽であゆ釣りして来ました。
金本孝美君 ロータリーの友の紹介をさせて頂きます。
野村政弘君･三城偉央君･南鉉君 候君の卓話を楽しみ
にしてます。
鈴木圭介君 あづま会お疲れ様でした。
新浪勝也君 あづま会取切り戦のトビ賞を頂きました。
安井健次君 あづま会取切り戦で準優勝をして稲垣幹
事杯を頂きました。有難う御座います。
小木曽進君・長坂勲君 ニコに協力します。

【前回の会長挨拶】（第 2080 回例会）
今日は、新年度親睦夜間例会を魚清さんで開催させて頂きます。魚清さんより規模が小
さく、店の大将が一人で仕切っているカウンター中心の店が割烹です。大将の下に何人
か板前さんがいる割烹より規模が大きくお座敷中心ものが料亭と呼ばれています。料理
好きの人は割烹のカウンターに座り大将の手さばきを見てコッソリ料理を覚えるそう
です。魚清さんは後者ですので大将の手元を見ることは残念ながらできません。いろい
ろな店に通いなれている食通の人、例えば作家の池波正太郎のような達人は店の入り口
や暖簾を見ればおおよそ中身がわかるといわれています。後程「会席料理」を頂きますが「懐石」とは違いま
す。
「懐石」は正式の茶事において「薄茶」
「濃茶」を喫する前に提供される料理のことです。その顕著な違い
は御飯と汁の出される順番です。
「会席」はお酒中心の宴会となりますが、空腹を満たすだけでなく出される料
理の順番などご自分で楽しみながら戴くと新たな発見ができると思います。

【前回の例会】

「新年度親睦夜間例会」
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魚清

前回の幹事報告(酒井幹事)
■
■
■

ビジター報告 7/28(サイン受付)35 名
出席委員会
7/28 の出席率 77.55%(欠席 11 名)

7/29(金)名鉄グランドホテルでの地区国際奉仕委員
長会議に南国際奉仕委員長に出席して頂きます。
次週 8/4(木)の例会は、岡崎市竜美丘会館 4 階の末
広の間です。お間違えの無いようにお願いします。
次週例会終了後、定例理事会をローレライにて開催し
ます。理事役員の出席をお願いします。

(7/14)修正出席率 100％(欠席 0 名)

ニコボックス委員会
 全員ニコにご協力有難うございました。

８月の例会予定
例会予定
8/11(木)

例会会場

内容

法定休日（山の日）により休会です

8/18(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「新会員卓話」小出一輔君

8/25(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「ｲﾝﾀｰｱｸﾄ海外派遣研修報告」原 結衣子様･長谷川詩乃様

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

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 11 日～17 日 各クラブ

お盆休みにより休会です

8 月 18 日（木）

豊田

お盆休みにより休会

8 月 22 日（月）

豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

8 月 23 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

8 月 23 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

8 月 24 日（水）

碧南

碧南商工会議所 1 階事務室 11:30～12:30

8 月 29 日（月）

豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

8 月 31 日（水）

碧南

碧南商工会議所 1 階事務室 11:30～12:30

【第 1 回広報･雑誌･IT 委員長会議】

委員長

金本孝美

～7/20 名鉄グランドホテルにて～

第１回地区内広報･雑誌･IT 委員長会議に出席しました。服部ガバナーのご挨拶に続き、
会議へ入りました。議題は１）ソーシャルメディア活用について(副題：My Rotary 登
録について)、２）ＷＦＦについて、３）ロータリーの友より、以上の三つの議題です。
地区の方針に則り活動方針が打ち出されました。My Rotary 登録は会員の皆様のご協
力をお願いします。ＷＦＦについては公共イメージ向上を図る上においてクラブだけで
はなく会員一人一人が開催する事業として参加をお願いいたします。ロータリーの友よ
り積極的にクラブの事業紹介、卓話等投稿の呼びかけがありました。今年度よりソーシ
ャルメディアを使用した活動が始まりました。当クラブにおいては７月１日より岡崎東
専用フェイスブックにおいてクラブの紹介が始まっております。皆様のご参加をお願い
申し上げます。 [ アドレス：https://www.facebook.com/okazakirc/ ]

【第 1 回国際奉仕委員長会議】

委員長

南

鉉君

～7/29 名鉄グランドホテルにて～

第１回国際奉仕委員長会議に参加しました。服部ガバナーの挨拶で会議が始まり、「グ
ローバル補助金について」「ＩＴ（マイ・ロータリーなど）について」
「ワールドフード＋ふれ愛フェスタについて」の説明がありました。マイ・ロータリー
とは、登録することでロータリーの活動や、地区、クラブ運営に必要な情報やデータを
随時入手できるシステムです。西三河の登録率は 10％位で、名古屋市に比べると半分
位です。是非、登録してご活用し、会員全員の登録をよろしくお願い申し上げます。
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