49 期【No15 号】第 2285/2286 回例会

2021/12/16

（過去 3 回の修正出席率

【本日の卓話】

「

11/4：100％ 11/11：100% 11/18：100%）

全 員 協 議 会

」
12 月は疾病予防と治療月間です！

【前々回の会長挨拶】
今年も残り１ヶ月をきりました。何かと気忙しい月になりますが、体調に気を付けて乗り切
りたいと思います。今日はこの後、次年度の役員理事を決める年次総会があります。ちょう
ど一年前、緊張しながら挨拶をしてから、この一年いろんなことが思い起こされますが、ま
だ半年ありますので気を抜かずに努めたいと思います。
12 月は疾病予防と治療月間です。世界中には貧困で満足に医療も受けられずに亡くなる方
が、年間何百万人といるそうです。2014 年に RI 理事会から 12 月を疾病予防と治療月間
ということで承認され、ロータリー財団を通じて様々な医療援助が行われてきました。日本は国民皆保険制度が
あり、生活困窮者向けに無料定額診療制度があるなど医療については世界的に見ても充実しているように思いま
す。先進国では３回目のワクチン接種も始まりましたが、各国の経済格差や医療格差によって、力のない国まで
ワクチンが廻っていかない今の状況では、一向にコロナ感染が収まる気配がないように思います。新たにオミク
ロン株が世界中に拡大しております。日本政府も水際対策を強化して海外からの入国を禁止しましたが、すでに
２例確認されています。新たな感染拡大が懸念されるところです。国内は今のところ、コロナ感染者数も落ち着
いていて、次週は年忘れ家族親睦例会が開催されます。会場、親睦委員会の皆さん宜しくお願いします。久しぶ
りに親睦会を行えるようになりました。コロナ感染予防対策に注意しながら、楽しい時間を過ごしていただきた
いと思っています。

【前々回の卓話】

「第 49 年度 クラブ年次総会」

三城幹事の司会進行のもと第 49 年度年次総会が行われました。
議長には酒井会長が選任され、1 号議案次年度役員及び理事選出の件について、指名委員長の小木曽進君より
発表がありました。その後、議長より採決の結果賛成過半数と認められ依って本議案は指名委員長の発表のと
おり決議されました。尚ＳＡＡの選出につきましては新理事、役員に一任する事となりました。
最後に次年度会長稲垣寿君、次年度幹事加藤和志君よりごあいさつをして頂き第 49 年度「年次総会」を終了
いたしました。

おめでとう！12 月誕生日の皆さん

小木曽指名委員長と酒井会長

次年度会長 稲垣寿君 挨拶
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第 50 年度役員理事の皆さん
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幹事報告 （三城偉央君）

出席委員会

◼ 本日 2021-22 年度下期会費請求書をお渡しさせて
頂きました。12 月中の納入にご協力お願いします。
◼ 元ＲＩ理事の斎藤直美パストガバナーが 11/28 にご
逝去されました。通夜･葬儀は家族葬にてとり行われ
ましたが、後日「お別れの会」があります。詳細が参
りましたら連絡させて頂きます。
◼ 本日 11 時～ローレライにて例会場･事務局移転検討
委員会が開催されました。
◼ 来年 3/19～21 に開催の RYLA セミナーの募集の件
申し込み期限が 12/17(金)まで延長されました。参
加をお待ちしております。
◼ 来年 4/23～24 に延期になった WFF のチケットの
予約が開始されました。お一人様２枚を目標にしてい
ただけると幸いです。併せて企業広告の協賛について
もご検討の方お願いいたします。
◼ 12/3(金)19 時より岡崎・豊田広域 RAC 合同例会が
グランドボウル岡崎で開催されます。
◼ 次週 12/9 は年忘れ親睦夜間例会となっております。
◼ 本日例会後、ローレライにて第 13 回理事会が開催さ
れます。役員理事の方は出席をお願いします。。
米山奨学員会 米山功労者発表並びに感謝状贈呈
親睦活動員会 12/9(木)年忘れ親睦家族例会のご案内
ロータリー財団委員会 小銭寄付のお願い

【前回の例会】

本日の出席率 90.38%(欠席 5 名)
前々回(11/11)の修正出席率 100%(欠席 0 名)

ニコニコ委員会
☺ 酒井賢君 本日クラブ年次総会宜しくお願いします。
☺ 清水幹良君 家族に良いことがありました。
☺ 野村政弘君 次年度稲垣会長･加藤幹事いよいよ始ま

りますね。益々の活躍を祈念しています。
今年も一年皆様お世話になりました。来
年もよろしくお願いします。
市川幸治君 あづま会で優勝させていただきました。
本田康英君 東海愛知新聞にお寺の活動が掲載され
ました。
佐藤寿行君 このたび会社を法人化しました(SK リ
ンク)
稲垣寿君 足立拓哉さんお世話になり有難うござい
ました。
神谷浩君 次週の年忘れ親睦家族例会にご参加よろ
しくお願いします。
生駒尚久君 岡崎東 RC があしながおじさんのよう
になれればと‼
手嶋明君･新浪勝也君･林孝夫君･加藤和志君･鈴木公
市君 ニコに協力します。
梅村順一君･三城偉央君･杉田広喜君 皆出席を喜んで。

☺ 三浦泰廣君
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

「年忘れ親睦家族例会」 12 月 9 日(木) ララシャンス OKAZAKI 迎賓館

酒井会長より米山奨学金授与

本田副会長挨拶

次年度会長 稲垣寿君挨拶

岡崎ローターアクトクラブ森田会長
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新会員紹介

市川創立 50 周年実行委員長挨拶
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司会進行：神谷親睦委員長

3/17(木)承認
・事務局年末年始休暇の件：12/28(火)～1/5(水)承認
・中部経済新聞「新春 国際ロータリー2760 地区」広告
掲載の件：承認

ご来訪者 米山奨学生 ダルハジャフシルネン様
岡崎ローターアクトクラブ
会長 森田玲菜様・幹事 山田雄介様
新谷達樹様・遠藤憲次郎様・園部恵里様

出席委員会

幹事報告 （三城偉央君）

本日の出席率 84.62%(欠席 8 名)
前々回(11/18)修正出席率 100%(欠席 0 名)

◼ 12 月のロータリーレートは１ドル 114 円です。
【第 13 回理事会報告】12/2 開催
・新春親睦夜間例会の予算の件：承認
・2022-23 年度地区派遣要請の件：社会奉仕委員会 宇
野弘隆君、インターアクト委員会三城偉央君 承認
・ガバナー公式訪問延期 3/30(水)による例会変更の件：

ニコニコ委員会
☺ 酒井賢会長始め本日参加の皆様よりニコにご協力い

ただきました。有難うございました。

12 月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

12/23(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」
12/30(木)

「半期を振り返って」酒井賢会長・三城偉央幹事

定款第 7 条第 1 節の規定により休会です

他クラブ例会変更お知らせ
変更予定日

RC 名

カード受付場所

知立

ホテルクラウンパレス知立 501 号室 11:30～12:30（前日までの連絡必要）

5 日（水）

知立

ホテルクラウンパレス知立 501 号室 11:30～12:30（前日までの連絡必要）

1 月 26 日（水）

知立

ホテルクラウンパレス知立 501 号室 11:30～12:30（前日までの連絡必要）

12 月 22 日（水）
1月

※感染対策のためカード受付となっています。前日までにご連絡いただいた方のみビジターカードが用意されます。
（申込は
事務局にて取り纏めいたします）当日、受付の机にカードが並べられていますので必ず受け取りをお願いします。

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

内容

あづま会

未定

未定

定例会

ひよどり会

1 月 13 日(木)18:30～

チャーム

定例会
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