4４期【No.11】第 2088 回例会

2016/10/6
（過去 3 回の修正出席率 8/25：100％

月間です

9/1：100％

9/8：100％）

「全員協議会」

【本日の卓話】

【前回の会長挨拶】（第 2087 回例会）
本日は小島ガバナー補佐はじめ多くの地区関係の皆さんをお迎えしての例会となります。
後程、小島ガバナー補佐には卓話をして頂き、例会終了後のクラブアッセンブリーではご指
導頂きます。小島ガバナー補佐は地区の学友委員長でもあります。10/９～15 は「学友参
加推進月間」です。これは、学友とロータリーとのつながりを深めることを目的としたもの
です。元ロータリー奨学生･元ロータリー平和フェロー･青少年プログラムの元参加者･その
他のプログラムの学友が再びロータリーとつながる為の機会として始まりました。奨学金留
学から帰国した学友やプログラムを終えた学友の中には、ロータリーとの連絡を絶やしていたり、ほとんどつな
がりない人もいるでしょう。そのような学友には、是非クラブの例会やボランテイア活動に参加してもらいまし
ょう。世界中の地域社会をより良くする為に、ロータリーがいかに貢献しているかを実感してもらえるでしょう。
この週間に交流会を企画したり、学友を例会に招待するなどして、学友との交流促進にご協力お願いします。
当クラブの元米山奨学生を調べてみたところ 1991 年 4 月から直近の 2016 年３月までの 25 年間に９人の元
米山奨学生がいますが、この案内文の趣旨に則った交流のある元米山奨学生は殆どいないのが現状です。このよ
うな機会に元奨学生との交流の方法等、考えていかなければならないと思います。

「ガバナー補佐訪問」

【前回の例会】

ガバナー補佐 小島哲夫 君（豊田中 RC）

岡崎東ＲＣの皆様には、先般の地区大会においてご尽力賜りました。以前私は貴クラブ
にて財団委員長として卓話をさせていただき、本日はガバナー補佐として地区と分区のご
依頼をさせていただきます。2016-17 年度の特徴は、ロータリー財団創立 100 周年の
記念事業です。
「 私たちは、自分の為だけに 生きるべきでない 」をテーマにして記
念事業を推進しています。また、ポリオ撲滅をロータリアンと共に歓迎することです。
地区の方針は、
「真のロータリアンになろう、ロータリアンを見つけよう」であります。
ロータリーのブランドを人々に伝え、新しい仲間となるロータリアンを見つけることであります。地区からの依
頼事項は、①My Rotary への 50％登録、②Club Central を活用した情報の共有により積極的な活動を誘導、
③各クラブでソーシャルメディアを始め、地域の人々にロータリー活動を広報の 3 点です。広報委員会やＩＴ委
員会に積極的な推進をお願いしています。また、会員拡大や地区大会への参加とロータリー財団 100 周年への
協力をお願いしています。地区の寄附目標は、一人一日 100 円として年間 36,500 円。米山奨学委員会に
20,000 円、財団に 16,500 円の配分とするものです。ご理解とご協力を賜りたい。
分区からの依頼は、①ＩＭへの参加（平成 29 年 3 月 4 日名鉄トヨタホテル 300 名を目標）
、②懇親ゴルフ大
会（平成 29 年 4 月 14 日三好カントリー倶楽部 200 名の貸切を計画）、③ＷＦＦへの参加（平成 28 年 10 月
22,23 日開催インドネシアへの支援として、ポリオ撲滅と水道事業と教育水準向上）。第 3 回目を迎えたＷＦＦ
事業は、日本全国ＲＣの注目事業となっています。分区ロータリアンには大変お世話になりますことを、重ねて
お願い申し上げます。

荻須地区副幹事(左)小島 AG(右)

小島ガバナー補佐ようこそ

会長幹事懇談会にて

ご来訪者
西三河中分区ガバナー補佐 小島哲夫君(豊田中 RC)
地区副幹事 荻須文一君／地区スタッフ 福島葉子君(岡崎 RC)
分区幹事 中山憲和君／分区副幹事 西村圭人君(豊田中 RC)
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ようこそ！本日のビジター

幹事報告(酒井幹事 )

ニコボックス委員会

■ 10/3(月)第 2 回地区大会企画委員会に、地区大会企画

■ ガバナー補佐 小島哲夫君・地区副幹事 荻須文一君・

委員の市川幾雄君に参加して頂きます。

地区スタッフ 福島葉子君・分区幹事 中山憲和君・分
区副幹事 西村圭人君 本日のガバナー補佐訪問よろ
タリー財団監査委員の野村政弘君に参加して頂きます。
しくお願い致します。
■ 西三河農林水産事務所より“街中木造 木質化シンポジ
■ 本田康英君 父の葬儀の際はお世話になりました。
ウム”と“木育で家族の和シンポジウム”の開催のご
■ 太田進造君(岡崎南 RC) ガバナー補佐の訪問を歓迎
案内が来ております。
します。
■ ワールドフード+ふれ愛フェスタチケット購入及び広
■ 小林清文君･酒井賢君･足立汎和君･草野信隆君･杉田雄
告協賛の追加のお願いが来ています。締切は 10/15
男君･長坂勲君･野村政弘君･本田康英君･三浦泰廣君･
までとなっています。
原田耕平君･山内隆一君･新浪勝也君 ガバナー補佐の
■ 大沢輝秀パストガバナーが逝去されました。9/24 に
訪問を歓迎いたします。
密葬が執り行われました事をご報告します。告別式は、 ■ 野村政弘君･南 鉉君 侯君の送別会に多数ご出席い
社葬にて 11 月 1 日に執り行われます。
ただき有難うございました。
■ 名古屋瑞穂ロータリークラブより事務局移転のお知ら
■ 生駒尚久君 先週初めてシンガポールへ子供と 3 人で
せが届いております。
行ってきました。地上 200M にあるプールでズッコケ
■ 次週 10/6 例会終了後ローレライにて定例理事会を開
て手首を擦り剥きました。今までで一番眺めの良いプ
催します。理事役員の方は出席をお願いします。
ールでした。
■ 三城偉央君 最近出席率が悪く申し訳ございません。
ビジター報告 【岡崎 RC】3 名
■ 杉田広喜君 本日司会をさせていただきます。
出席委員会
本日の出席率 88.68%(欠席 6 名)
侯君送別会報告(南鉉君)侯利明君のボイスメッセージ
前々回(9/8)修正出席率 100％(欠席 0 名)
米山記念奨学委員会 小銭寄付のお願い
■ 10/6(木)第 1 回ロータリー財団全委員会に地区ロー

10 月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

10/13(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「大ホール」「ガバナー公式訪問」ガバナー 服部良男君
10/20(木)

定款第 6 条第 1 節の規定のため例会休会です

10/27(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」 「安心して暮らせる安全な地域のために」山内和久様

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

10 月 11 日（火） 豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

10 月 12 日（水） 岡崎

岡崎出雲殿１階 11:30～12:30

10 月 14 日（金） 西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30

10 月 18 日（火） 西尾

西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30

10 月 19 日（水） 知立

ホテルクラウンパレス知立 501 号室 11:30～12:30

10 月 19 日（水） 三河安城

ホテルグランドティアラ安城 1 階 11:30～12:30

10 月 19 日（水） 碧南

碧南商工会議所 1 階事務室 11:30～12:30

10 月 21 日（金） 西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30

10 月 25 日（火） 岡崎南

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

10 月 25 日（火） 岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

10 月 28 日（金） 安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

あづま会

未定

―

ひよどり会

10 月 13 日(木)

チャーム

内容
定例会
定例会
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