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月間です 

 

 

 
 

 

 

6 月はロータリー親睦活動月間です 

 

 

【前回の卓話】 「 岡崎 RAC 活動報告 」 岡崎ローターアクトクラブ 会長 髙橋真咲様 

会長の高橋です。2016－17 年度のローターアクトクラブは、クラブメンバーがそれぞれの考えで自分らし

く咲いてほしいという想いを込めて、今期テーマを「咲」としました。また、一番はローターアクトを「楽しむ

こと」が大切だと考えているため、みんなの笑顔が咲くクラブ、そして自分自身が気づいていないような、新し

い可能性を咲かせてほしいと思っています。 

【活動方針】 

２016-17 年度の重点目標を三つ掲げました。 

１ 例会、出席義務行事への出席 

ローターアクトの基本である例会への出席率向上を大切にします。 

２ ロータリアンとの接点強化 

例会には、各委員会にロータリアンをお招きして卓話をして頂く企画をしました。ロータリアンにおいで頂

くことで、接点強化はもちろんのこと、経営者や責任のある立場から生の声を聞くことができます。私たち

ローターアクトにとって、仕事や会社についてより深く考えるきっかけとなります。 

３ インターアクトとの交流 

またインターアクトとの交流を増やして、ローターアクトのことを知ってもらう活動を実施します。活動を

通じて、インターアクトから、ローターアクトへ入会して頂けるような流れを作りたいと思います。また、

大学生とも交流の場を作り、サークルで同じような活動をしている学生さんに興味を持っていただけるよう

な環境を作り会員増強につなげていきたいと思います。 

【前回の会長挨拶】 
先週、西三河中分区会長幹事会の前に豊田市美術館で開催中の「東山魁夷 唐招堤寺御影

堂障壁画展」を酒井幹事と観てきました。唐招堤寺御影堂の修理のため通常は非公開とな

っている障壁画の全貌を紹介するとともに、併せてスケッチや下絵などを展示して、構想

から完成に至るまで画家が歩んだ足跡をたどっています。 

戦後を代表する日本画家、東山魁夷（1908-1999） 

平明な描写のなかに深い精神性と豊かな叙情を湛えた風景画は、日本人の自然観や心情を

普遍的に表現したものとして高く評価されています。ことに、10 年もの年月をかけて完成させた全 68 面から

なる唐招堤寺御影堂障壁画は、画家の記念碑的大作です。 

唐招堤寺について少し触れてみます。御承知のように奈良にあります。ひとくちに奈良･京都といいますが、

京都の建物はあくまで周辺の環境との絡みで生きてくるのでおとなしい。建築としては奈良の方がパワーのある

建物が多いです。東大寺の南大門はその最たるものですが、それとならんで唐招堤寺の金堂があります。 

唐招堤寺金堂の特徴はコロネード(列柱)にあります。建物前面の吹き放ちに 8 本の<柱>が一列に連なっている。 

鑑真和上(688-763)が来日に際してつれてきた工匠の設計なのか、彼らから学んだ日本人の手になるものかは

わかりませんが、中国式のオーソドックスです。問題は建物前面の吹き放ちに<列柱>を配するこのデザインがな

ぜその後にうけつがれなかったのか。同様のコロネードは、諸国の国分寺にも発堀例があるとのことで、奈良時

代にはそう珍しいものではなかったらしいのに、平安時代以降は姿を消してゆく。 

おそらく日本人にはこのデザインは固すぎた。形式ががっちりしすぎて身動きならないようなプロポーション

だとみなされたんでしょう。ギリシャにせよ中国にせよ、ひとつの形式をもう一歩も変えられないところまで練

りあげてゆくのがいわば建築の王道ですし、唐招堤寺金堂はそのライン上にある。しかし、日本の建築はその後、

いかに形をくずし、軽くし、固さを取りはらうかを追求していた。ディテールの洗練をよしとした。それがつま

り和様化に他なりません。 

「 小さな楽校の大きな挑戦 」     千万町･木下ふるさとづくり委員会 

―千万町楽校を拠点とした山里のお宝を生かしたふるさとづくりー       委員長  荻野嘉美様 

4４期【No.36】第 2117 回例会                             2017/6/8 
 （過去 3 回の修正出席率 4/27：98.00％ 5/11：100％ 5/18：100％） 

【本日の卓話】              
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【例会について】 

 例会は、月２回第１・３木曜日の午後７時～８時３０分まで開催しています。 

月 日 例会内容 担当委員会 

７月 
7 日(木) 提唱４ＲＣ新会長卓話 理事 

21 日(木) ローターアクトクラブとは 理事 

８月 
4 日(木) 冠婚葬祭マナー 専門知識開発委員会 

21 日(日) 三河 4 クラブ合同例会 理事 

９月 
8 日(木) 簡単ヘルシー節約レシピ～自炊の機会を作ろう～ 財務委員会 

24日(土)～25日(日) リレーフォーライフ 国際奉仕委員会 

１０月 
6 日(木) RC 卓話 専門知識開発委員会 

16 日(日) チャリティーバザー 社会奉仕委員会 

１１月 
10 日(木) 招待行事準備例会 招待行事実行委員会 

20 日(日) 招待行事 招待行事実行委員会 

１２月 
8 日(木) 確定申告講座 財務委員会 

16 日(金) あと半期ガンバロー会 クラブ奉仕委員会 

１月 
5 日(木) 平和学園との交流～もちつき体験～ 社会奉仕委員会 

19 日(木) RC 卓話 国際奉仕委員会 

２月 
7 日(火) RC 例会訪問 理事 

16 日(木) RC 卓話 財務委員会 

３月 
2 日(木) RC 卓話 クラブ奉仕委員会 

16 日(木) 次年度委員会計画作成 理事・新理事 

４月 
6 日(木) クレーム対応の方法 専門知識開発委員会 

20 日(木) 新会長所信表明 理事・新理事 

５月 
11 日(木) 

身近な紙について考える～モノのなりたちを知る

～ 
国際奉仕委員会 

21 日(日) 親睦旅行 クラブ奉仕委員会 

６月 
8 日(木) 平和学園との交流～昭和の遊びを体験～ 社会奉仕委員会 

16 日(金) 最終例会（卒業式） 理事・新理事 

【ラジオ番組の担当】 

毎週月曜日の午後７時３０分～午後８時までの３０分間、地元「ＦＭおかざき」の番組を担当しています。

番組では、ローターアクトクラブとはどのような団体であるかを説明し、現在の活動状況を紹介することです。 

【地区行事】 

ローターアクトには卒業があります。いつまでもローターアクターとして活動できるわけではありません。

しかし、活動・クラブは続いていくものです。このローターアクトという青少年奉仕を続けていくためには次

世代への意思の伝達が必要です。地区事業では、これからのローターアクトを背負っていくローターアクト活

動歴の浅い会員に対し、研修を行っていきます。これを通してローターアクト活動の意義や面白さを見出して

もらい、研修の集大成として研修参加対象会員のみなさんによるイベントを開催いたします。 

【結びに】 

ローターアクトクラブは、提唱ロータリークラブの真の「奉仕のパートナー」であり、 ロータリーファミ

リーの重要な一員です。ローターアクトのすべての活動は、地元の草の根レベルから始まります。ローターア

クター（ローターアクトクラブの会員）は、地域社会の物理的・社会的ニーズに取り組みながら、 友情と奉

仕を通じて国際理解と平和を推進していきます。 

ローターアクトクラブに参加して、多くのことを学びました。この貴重な体験を一人でも多くの仲間に広げ、

友情と奉仕の大切さを繋げてまいりたいと思います。 

本日は貴重な時間を頂きありがとうございました。 



page 3 

 
岡崎ローターアクトクラブ様 

 
コンティリ様へ助成金授与 

 
６月お誕生日おめでとう！ 

 
ようこそ！本日のビジター様 

ご来訪者  
元米山奨学生 コンティリ様 カンボジア小学校支援報告 

幹事報告(酒井賢君) 
■ 6 月のロータリーレートは 1＄110 円です。 

■ 6/4(日)第27回ﾛｰﾀｰｱｸﾄ地区年次大会がﾎﾃﾙ名古屋ｶﾞｰﾃﾞ

ﾝﾊﾟﾚｽで開催され中根青少年奉仕委員長が出席されます。 

■ 次週 6/8(木)18 時～現次年度合同クラブアッセンブリ

ーを魚清で開催します。「申し送り書」未提出の方は本

日が〆切です。幹事まで提出して下さい。 

■ 本日例会終了後ローレライで定例理事会を行います。理

事役員の出席をお願いします。。 

副幹事報告(安井健次君) 
■ 次年度第５回理事会報告 

ビジター報告  【岡崎南 RC】2 名 

出席委員会   本日の出席率 86.79%(欠席 7 名) 

前々回(5/18)修正出席率 100%(欠席 0 名) 

親睦委員会  6 月慶祝発表 

ニコボックス委員会  
 岡崎ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ髙橋真咲君 本日卓話させて頂きます。 

 コン･ティリ君 前回ドタキャンになって申し訳ありま

せんでした。今日は宜しくお願い致します。 

 小林清文君･加藤和志君･中根匡規君 岡崎 RAC の高橋

真咲さん、中谷ちひろさんのご来訪を歓迎します。 

 酒井賢君 日帰り親睦家族例会、楽しませて頂きました。

三城親睦委員長お疲れ様でした。西脇さんありがとう。 

 生駒尚久君 ちょっと不思議な夢を見ました。 

 杉田広喜君 あづま会優勝させて頂きました。有難う御

座います。次回も狙って行きます。 

 野村政弘君 長坂さんの入会を心より歓迎します。 

 三浦康廣君 明日が誕生日です。 

 草野信隆君 本日早引きします。 

 新浪勝也君 親睦家族例会のビンゴでスタイリッシュ

な扇風機を頂きました。 

 南鉉君   コンティリ君ご来訪有難うございます。 

 三城偉央君 親睦旅行に参加頂いた方、お疲れ様でした。 

 佐野真琴君 今月司会をさせて頂きます。 

 小木曽進君 ニコに協力します。 

 西脇謙二君 先日の親睦家族例会お疲れ様でした。いつ

もお世話になり有難う御座います。 

【参加報告】「第 27 回ローターアクト地区年次大会」   平成 29 年 6 月 4 日(日)青少年奉仕委員長 中根匡規 

  6 月 4 日（日）第 27 回ローターアクト地区年次大会に参加してまいりました。地区テーマは「輝楽にいこう」、

前夜祭テーマは「縁」、本大会テーマは「結」であり、皆さん活動を通じた縁によって結ばれており、とても輝いてい

ました。本大会では、活動報告、表彰式に続き卒業式が執り行われました。この大会を通じて、本年度のローターア

クトの活動を振り返ることができたと思います。ロータリーも今、ＲＩと共に大きく変化しているように感じます。

この流れを変えることなく時代にあった魅力あるローターアクトクラブに更なる進化を遂げてもらいたいです。ロー

ターアクトでの貴重な経験を、今後の人生に活かして社会貢献してもらえることを期待しています。 

    

 

 

 

 

 

５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 

５月 \0 \1,735 \0 \1,735 \49,000 

今年度累計 \705,200 \44,338 \834,200 \40,341 \907,000 
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６月の慶祝 

会員誕生日  おめでとうございます  

三浦泰廣君(S23.6.2.) 足立憲彦君(S32.6.5) 長坂勲君(S13.6.29)  

奥様誕生日  おめでとうございます  

酒井賢君 久美子様(6.12) 新浪勝也君 頼子様(6.28)   

結婚記念日  おめでとうございます  

野村政弘君(S63.6.12) 小出一輔君(H4.6.5)   

入会記念日  おめでとうございます  

足立憲彦君(H8.6.20) 生駒尚久君(H9.6.12) 三浦泰廣君(H11.6.10) 鈴木圭介君(H21.6.4) 

皆出席  おめでとうございます（5 月入会者）  

小出一輔君(1 年)    

６月の例会予定 

例会予定 例会会場 内容 

6/15(木) 定款第 6 条第 1 節の規定により休会です 

6/22(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「一年を顧みて」会長 小林清文君・幹事 酒井賢君 

6/29(木)18:00～ 岡崎市竜美丘会館「ﾛｰﾚﾗｲ」 最終親睦夜間例会 

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 

6 月 19 日（月） 豊田三好 三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15 

6 月 20 日（火） 西尾 西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30 

6 月 23 日（金） 安城 碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30 

6 月 23 日（金） 西尾 KIRARA 西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30 

6 月 26 日（月） 豊田西 名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30 

6 月 26 日（月） 刈谷 刈谷商工会議所 3 階事務局 11:30～12:30 

6 月 27 日（火） 岡崎南 岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30 

6 月 27 日（火） 岡崎城南 岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30 

6 月 27 日（火） 豊田中 名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00 

6 月 28 日（水） 知立 ホテルクラウンパレス知立 501 号室 11:30～12:30 

6 月 29 日（木） 豊田 ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30 

同好会便り 

同好会 開催予定日 場所 内容 

あづま会 6 月 23 日(金) 額田 GC 定例会 

ひよどり会 6 月 15 日(木) チャーム 定例会 

写楽会 有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示 


