4４期【No.12】第 2089 回例会
月間です

【本日の卓話】

2016/10/13
（過去 3 回の修正出席率 9/1：100％

「ガバナー公式訪問」(岡崎 RC と合同例会)

9/8：100％

9/15：98.11％）

ガバナー 服部良男君

10 月は経済と地域社会の発展月間/米山月間です

【前回の会長挨拶】（第 2088 回例会）
明後日 10 月 8 日は暦の上では「寒露」です。
「八百屋の店先にミカンが並び、朝夕めっき
り涼しくなる。農家多忙の月」とありますがどうしたことでしょう、まだ蒸し暑くエアコ
ンを使って過ごしています。
今月 10 月は「米山月間」です。同時に「経済と地域社会の発展月間」でもあります。
「米
山月間」は、この時期を中心に皆さん寄附をされますので馴染みがありますが、
「経済と地
域社会の発展月間」はそれほど関心がありませんでしたが、実はロータリの 6 つの重点分
野の一つです。6 つの重点分野は何か？といいますと、
1．平和と紛争予防・紛争解決
２．疾病予防と治療
３．水と衛生設備
４．母子の健康
５．基本的教育と識字率向上
６．経済と地域社会の発展
となります。では「経済と地域社会の発展」とは何か？ 失業、不完全雇用、ビジネスの機会・職業研修・社会
保障の欠如は、貧困を引き起こす深刻な問題です。人々が健康で安全な生活を送るための手段の一つとなるのが
「働くこと」であり、貧困を減らすためには雇用機会の創出と収入源の確保が必要とされます。特に、女性、若
者、貧困層の人びとの社会における地位向上は持続可能な経済的・社会的発展のカギとなる要素です。重視され
る例を一つあげますと、ナイジェリアでは 教育や研修などお人材投資を 1％増やすことで貧困を 66％以上減
らすことができる。研究結果が出ています。当クラブにおきましてもカンボジアへの支援はこのことにつながる
と考えます。継続事業でも、このようにやっていることの意味が再確認できるとより充実した支援ができます。

【前回の例会】

「全員協議会」

○年次報告と承認
直前会長 浅岡謙治君
第 43 年度年次報告書の配布に際し、２015-16 年度の事業承認を諮った。
稲垣直前幹事の進行で浅岡直前会長より、前年度事業承認の議題が提案された。宇野弘隆会計より決算報告の
後、野村監査人による会計監査報告を確認した。質疑応答の機会を付与した後、異論がなく全会一致で承認さ
れた。
○姉妹クラブとの交流
元会長
足立汎和君
かつて国際ロータリー第 2600 地区は、愛知県と長野県をエリアとするグループであった。1986－87 年度
塚田ガバナーにより、分割独立が提案された。当時私はガバナー補佐を命じられていた。分割に伴い姉妹交流
が提案され、成田敏圀会長と永田氏幹事の年度に承認され、野村久光会長と足立汎和幹事の年度に実行された
と記憶している。松本東ロ-タリークラブとの交流は 30 周年を迎える。その当時を知る会員は少なくなった。
姉妹交流クラブの目的は、好意と友情を深めるのが主たる目的であり、リラックスしておつきあいすることが
肝要だ。姉妹クラブとの交流は、広く世間を知り視野を広げることで会員の資質が向上するものであり、意義
深い活動である。当初１０年は１年おきの交流であったが、その後、各クラブの周年記念事業に招待すること
になる。来年が松本東ＲＣをお迎えする時であり、再来年は、松本東ＲＣに出向く年となる。３０年の交流の
中で、交流委員長を１２回務めた。松本は第２の故郷と思い、感謝の気持ちを持って交流を推進していきたい。

前年度事業承認(浅岡直前会長)

足立姉妹クラブ交流委員長

10 月お誕生日おめでとう！
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ようこそ！本日のビジター

いたします。理事役員の方よろしくお願いします。
■ 例会変更の案内は週報あづまをご覧ください。
ビジター報告 【岡崎 RC】1 名
出席委員会
本日の出席率 88.68%(欠席 6 名)
前々回(9/15)修正出席率 98.11％(欠席 1 名)
会場委員会 ガバナー公式訪問時駐車場のご案内
ロータリー財団委員会 小銭寄付のお願い

*****新会員プロフィール***
すきがら ひであき

鋤柄英明君

ご挨拶

氏名：鋤柄 英明 君
会社名：三共コンクリート㈱
常務取締役
職業分類：コンクリート工事
年齢：48 歳
会社住所：岡崎市両町 3-56
推薦者：市川幾雄君/酒井賢君

ニコボックス委員会

入会式(新会員 鋤柄英明君 )







■ 小林会長より鋤柄英明君へバッジの贈呈

幹事報告(酒井幹事 )
■ 10/16(日) RLI 研修パートⅡが星城大学リハビリテー

■
■

■
■
■
■

ション学院で開催され、会長エレクトの生駒尚久君に
出席していただきます。
10/18(火) 地区公共イメージ委員会がガバナー事務
所で開催され、坂野弘君に出席していただきます。
10/21(金)第 5 回全国インターアクト研究会がミッド
ランドホールで開催され、地区インターアクト委員の
山内隆一君に出席していただきます。
11/5(土)6(日)地区大会がウェスティンナゴヤキャッ
スルで開催されます。
次週 10/13 の例会はガバナー公式訪問です。会場は
竜美丘会館大ホールです。
次々週 10/20 は定款第 6 条第 1 節の為例会休会です。
本日例会終了後、ローレライにて第９回理事会を開催

【岡崎ローターアクトクラブ例会出席報告】









小林清文君 足立汎和さん本日宜しくお願いします。
足立汎和君 本日姉妹ｸﾗﾌﾞのＰＲをさせて頂きます。
草野信隆君 岡崎高校 120 周年無事終わりました。
市川幾雄君 鋤柄英明君を紹介させて頂きます。
橋本義紀君･野村政弘君･石川雅規君･林孝夫君･岩崎
靖彦君･西脇謙二君 鋤柄英明君入会を歓迎します。
鋤柄英明君 本日より入会させて頂きます。宜しく
お願い致します。
稲垣寿君
前年度の会計報告をさせて頂きます。
鈴木圭介君 米山月間のご協力有難う御座います。
金本孝美君 ﾏｲﾛｰﾀﾘｰの登録、ご協力お願いします。
橋本義紀君 今月司会を担当させて頂きます。
長坂勲君 ニコに協力します。
皆出席を喜んで 草野信隆君(43 年)水野恒彦君(40
年)春名祐樹君(7 年)林孝夫君(6 年)

青少年奉仕委員長 中根匡規
～10/6 りぶら 201 会議室にて～

9 名中 8 名の出席（出席率 89%）があり、ゲストとしては岡崎 RC、岡崎南 RC、岡崎東 RC より各 1 名（計 3 名）
の参加がありました。高橋会長の挨拶では自社で活用された「労働者疲労蓄積チェック」を実際に各自判定すると工
夫されていました。
新入会員入会式（三菱東京 UFJ 銀行山本様）後、当日のテーマ「クレーム対応のマニュアル」について 2 名が自己
体験や調べたマニュアルなどについて発表し、後半は 2 グループにて具体例からの対応方法の発表を行いました。
若い方々の集まりですので、もっと元気さを全面に出しても良いかと感じました。また、例会でも良い意味で緊張感
をもった進行にすれば、さらに良いクラブになると思いました。

新会員 山本様

入会式

集合写真

９月の DONATION
ロータリー財団

財団小銭寄付金

米山奨学会

米山小銭寄付金

ニコニコ BOX

９月

\0

\3,914

\0

\3,118

\167,000

今年度累計

\0

\13,021

\0

\10,678

\443,000
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１０月の慶祝
会員誕生日

おめでとうございます

島田英太君(S44.10.5)

小木曽進君(S17.10.7)

加藤和志君(S32.10.9)

畔栁秀幸君(S33.10.17)

佐野真琴君(S17.10.28)
パートナー誕生日

おめでとうございます

野村政弘君 庸子様(10.3)
畔栁秀幸君

島田英太君 規子様 (10.24)

香織様(10.27)

結婚記念日
林

岩月鋹廣君 優美子様(10.11) 小林清文君 全代様(10.15)

おめでとうございます

孝夫君(Ｈ18.10.1)

中根匡規君(H11.10.2)

稲垣 寿君(H26.10.4)

池田 正君(S42.10.8)

畔栁秀幸君(S58.10.8)

本田康英君(H5.10.16)

小木曽進君(S42.10.27)

佐野真琴君(H20.10.29)

山内隆一君(S61.10.2)

新浪勝也君(H6.10.6)

春名祐樹君(7 年)

林

入会記念日

おめでとうございます

杉田雄男君(S55.10.2)

小木曽進君(S59.10.4)

佐野真琴君(H27.10.22)
皆出席

おめでとうございます（９月入会者）

草野信隆君 (43 年)

水野恒彦君 (40 年)

孝夫君 (6 年)

10 月の例会予定
例会予定

例会会場

10/20(木)

内容

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 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
あづま会
ひよどり会
写楽会

開催予定日
未定

場所
未定

10 月 13 日（木） チャーム

内容
定例会
定例会

有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示
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