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8 月は会員増強・新クラブ結成推進月間です！ 

岡崎東クラブが誕生した今から 50 年ほど前の 1972 年は、日本の経済史を振り返れば

1955 年から始まった高度経済成長の最後の年でした。さぞかし景気が良く、首都圏はも

ちろんのこと、地方都市の岡崎の街もまだまだ沸騰した雰囲気があったことでしょう。岡

崎の地場産業である石材業界は、一戸建て住宅の建築ラッシュに乗り、立派な庭や石づく

りの門塀、何種類も石灯篭を庭に入れるブームがあり、伝説的な好景気を謳歌していまし

た。石屋の親方衆は、午前中に売れた灯篭の売上金を握りしめて午後からは蒲郡競艇場、

夕方からは板屋町、松本町にいたという都市伝説さえあります。ずいぶん地元経済に貢献していたようです。 

我が家のエピソードで恐縮ですが、私がつばめ保育園の年長組の時に、お父さんのお仕事は何ですか？という

質問に、私は真剣な表情で、最初に『寄り合い』次に『消防』それからに『石屋さん』と答えたそうです。なん

となくお察しがつくと思いますが、夕食時に住み込みの職人達と食事をしていた父親が、気づくと家に居ないん

です。母親に『お父ちゃんはどっか行った？』と聞くと、だいたい『寄り合い』か『消防』だったのです。あの

時のお金をもう少し未来の稲垣石材店に投資していただいていればなぁ‥･と、思ってはいけないのですが頭をよ

ぎります。そんな私の父親より１歳年上の長坂さんは、当時 34 才で我がクラブに入会する 10 年前です。向か

うところ敵無し、ゴルフに麻雀、毎夜毎夜、飲み屋にと、さぞかしブイブイ言わせておられたことと、ご推察い

たします。是非、改めて、夜間例会などで、若い会員に愉快な武勇伝などを聞かせていただきたいものです。 

皆さんは 50年前、何歳でしたか？生まれてない方も見えますが、何に夢中でしたか？家族や友達と康生に出

掛けて買い物したり、映画を見に行くことでしたか？「8 時だよ！全員集合」が 50.5％の最高視聴率を記録した

のもこの頃です。50 年後に岡崎東ロータリークラブでいっしょに昼御飯を食べてるなんて、思いもよらなかった

ですね。最後に、50 年前の 1972 年のウルトラマンシリーズは『帰ってきたウルトラマン』でした。今の私に

とっての『帰ってきたウルトラマン』は加藤幹事です。たった 1 週間のことですが、首を長くしてお待ちしてお

りました。会員の皆様、ロータリーの友情と寛容の精神で加藤幹事をいじってあげてください。いや、励まして

あげて下さい。50周年記念式典は、あと 40 週後です。このクラブでの出会いに感謝して、会長挨拶を終わりま

す。ありがとうございます。 

 

 

岡崎東ロータリークラブは 1973 年（昭和 48 年）4 月、岡崎ロータリークラブの中

西正雄さんを特別代表としてお迎えし創立しました。当初、正会員なしの新会員 27 名で

スタートしました。 

創立して半年後には世界を震撼させたオイルショックに見舞われましたが、その苦難を

乗り越えた、創立メンバーの気迫あふれる行動に感銘を受けております。 

これまでの周年活動を振り返ってみます。 

創立 5 周年は岡崎警察署に交通少年団に対して助成金を贈呈。 

創立 10 周年は岡崎市民病院に患者用のワゴン車を 1 台と車椅子を贈呈。 

創立 15 周年は岡崎軟式野球旗、福祉の村に身障者用の杖、ロータリー財団へ 1,000 ドル、米山記念奨学会

に 30 万円を贈呈。 

創立 20 周年は岡崎市の高齢者センターに備品を贈呈、額田町にスポーツ用品一式、ロータリー財団へ 1,000

ドル、米山記念奨学会へ 30 万円を贈呈。 

50 期【No3 号】第 2308/2309 回例会 合併号                   2022/8/4 

 （過去 3 回の修正出席率 6/16：100％ 6/23：100% 7/7：100%） 
 

 

 

 

 

 

 

【本日の卓話】    
長瀬楽人会 代表 杉山雄二様 

岡崎市立矢作北小学校雅楽部の皆様 

 

「長瀬楽人会の新型コロナ禍における活動内容」 

 

【前々回の会長挨拶】           

【前々回の卓話】 「 クラブ創立 50 周年を迎えるにあたって 」 会員 市川幾雄君 
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幹事報告 （加藤和志君）    
第 6 回理事会報告】7/7 開催 

・50 周年実行委員会構成表の件：承認 

・長瀬楽人会への助成の件(8/4 卓話 助成金贈呈)：承認 

・終戦記念日粗食例会の件(米山へ差額¥600寄付)：承認 

・2025 年規定審議会「立法案」の提出の件：提出なし 

・2025-26年度ガバナーノミニー推薦の件：推薦なし 

・酒井郁美君委員会配属の件(会場/環境保全)：承認 

◼ 7/16 米山奨学生学友会合同研修会に楊迪さんと梅

村カウンセラーが出席されます。 

◼ 7/17 地区インターアクト委員会に三城地区 IAC 副

委員長が参加されます。 

◼ 7/18 インターアクト年次大会に三城地区 IAC 副委

員長･佐野青少年委員長･中根盛仁 IAC 委員長が参加

されます。 

◼ 7/21 地区社会奉仕委員会に宇野地区社会奉仕委員

が参加されます。 

◼ 7/15 岡崎 5RC 会長幹事会及び報道関係者との懇

談会に稲垣会長･清水クラブ奉仕委員長･幹事加藤が

出席します。 

◼ 本日例会後、第３回クラブアッセンブリーを 501 号

室にて開催します。関係の方は出席の方お願いします。 

◼ 次週7/21は定款第７条１節により休会となります。 

◼ 次々週 7/28 は新年度親睦夜間例会です。午後 6 時

から魚清です。お間違えの無いようにお願いします。 

親睦委員会 7/28 新年度親睦夜間例会案内 

米山奨学委員会 小銭寄付のお願い 

出席委員会 本日の出席率 88.00%（欠席 6名） 

前々回(6/23)の修正出席率 100%（欠席 0名） 

ニコニコ委員会 
☺ 稲垣寿君･加藤和志君 本日のクラブアッセンブリー

よろしくお願いします。 

☺ 加藤和志君 先週は大変ご迷惑をお掛けし申し訳あ

りませんでした／酒井郁美さんの入会を歓迎します。 

☺ 三城偉央君･佐野真琴君･野村政弘君･鈴木公市君 市

川さん、卓話楽しみにしています。 

☺ 清水幹良君 ちょっと良いことがありました。 

☺ 長坂勲君･小木曽進君･新浪勝也君･足立拓哉君 ニコ

に協力します。 

創立 25 周年は岡崎市民病院に院内設備一式、名古屋第一赤十字病院に骨髄移植センター事務機器一式、ロー

タリー財団へ 1,000 ドル、米山記念奨学会へ 30 万円を贈呈。 

創立 30 周年は岡崎市へ軽自動車 1 台、岡崎市民病院にベッド 1 台と車椅子 3 台、おおだの森植樹、長瀬楽

人会へ雅楽器、ロータリー財団へ 50万円、米山記念奨学会へ 50 万円を贈呈。 

創立 35 周年は河合中学にシステム一式、米山寮に放送設備一式、光が丘女子高校に活動資金、ロータリー財

団へ 1,000 ドル、米山記念奨学会へ 30 万円を贈呈。 

創立 40 周年は東日本大震災の復興支援として、宮城県の小中学校に液晶テレビ 2 台を贈呈、鳥川ほたる学校

へ掲示板、長瀬楽人会、ロータリー財団、米山記念奨学会へ寄付。 

創立 45 周年はまだまだ記憶に新しいかと思われます。備品や寄付金贈呈など、様々な奉仕活動をしました。 

これまでの周年事業を振り返ってまいりました。50 周年はこれから皆さんで創り上げて参りたいと思います。

この先、60 年、70年を見据えて我々は何を目指すのかをイメージして活動していくことが重要ではないかと考

えております。会員の皆様のご協力を、何卒、宜しくお願い申し上げます。 

 
本日の卓話：市川幾雄君 

 
「創立 50 年を迎えるにあたって」 

 
南副会長より卓話者へお礼の言葉  

≪委員会報告≫  光ヶ丘インターアクトクラブ例会参加報告    インターアクト委員長 中根盛仁君 

令和４年７月５日(火)光ヶ丘女子高等学校のヴェリタスホールにおきまして光ヶ丘インターアクトクラブの例会が行

われました。当クラブからも９名の方が参加していただきました。コロナ渦で 3 年ぶりの開催となりましたが大変有

意義な例会であったと思います。ロータリークラブとは何かインターアクトクラブとはどんなものかについて卓話を

させていただき光ヶ丘インターアクトクラブの皆様と共に考え交流させていただきました。次回は１月か２月に予定

されております。決定いたしましたらご連絡させていただきますので多数の方のご参加をよろしくお願いいたします。 
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幹事報告 （加藤和志君）    
◼ 稲垣会長就任にあたって青山衆議院議員より祝文が

届いております。 

◼ 7/25-29 第 34 回インターアクト国内研修に光ヶ

丘 IAC 柴田茉央さん高橋麻生さんが参加されます。 

◼ 次週８月４日の例会は六本木で開催します。又、例

会終了後、定例理事会を開催します。 

社会奉仕委員会 9/4菅生川草刈一斉清掃中止案内 

あづま会 7/26 会長幹事杯取切り戦結果報告 

出席委員会 本日の出席率 90.20%（欠席 10 名） 

前々回(7/7)の修正出席率 100%（欠席 0 名） 

ニコニコ委員会 
☺ 稲垣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。 

 

【会長挨拶】近藤年度後半から始まったコロナ禍ですが、梅村年度、酒井年度と続き、

今年度も収まりそうにありません。本日の親睦夜間例会もこのような不本意な形での開

催に至りました。急な変更のお願いにも関わらず、ご協力を頂いた魚清さんに感謝を申

し上げます。大変ご迷惑をおかけしました。そして会員の皆さま、直前での再案内にも

関わらず出席を頂きましてありがとうございます。感謝を申し上げると共に、判断が遅

れたことをお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。会場委員会、親睦委員会の

皆さんにも、準備が整った中での変更に申し訳ない気持ちでいっぱいです。加藤幹事へ

通常開催への懸念を進言していただいた会員の方には感謝を申し上げます。 

会長としてこの判断に至る経緯を少しお伝えさせていただきます。緊急事態宣言、まん延防止等重点措置が発

出していない状況で、例会内容を急遽変更する根拠が曖昧でありました。この状況をクラブのガイドラインに照

らしても、判断を計る明確な指針は示されていませんでした。ということは過去に経験していない複雑な状況に

置かれているということです。行動制限をかけない行政府の方針と、多数の感染者数と多数の濃厚接触者への健

康観察期間と、それに伴い経済社会活動への実質的な制限がかかってしまう現実との矛盾が一番の問題でした。 

そこで役員理事全員にヒアリングをしたところ、２分の１が休会にすべき或いは予定どおりの開催ならば欠席

をするという意向、４分の１がアルコールの提供を取り止めた上で短縮例会を希望され、残りの４分の１が予定

どおりの開催を希望されました。いずれの意見も会員の皆様の気持ちを代弁していると思いました。 

これらを踏まえた上で、Web 例会、ハイブリッド例会、リアル例会、いろんな形はありますが、親睦夜間例

会としては制限を加えた上で、このようなリアル例会にさせていただきました。 

会長ではなく一会員としての気持ちでは、メンバーと飲んで食べて話をすることが大好きなので、新しい年度

の親睦夜間例会が通常開催出来なかったことに、とても悔しい思いがあり、残念でなりません。但し、会長とし

ては、ひとつひとつの例会が 50 周年記念式典への道標であり、どのような設えになろうとも意味のない例会は

ないと信じております。そのことを改めてお伝えさせて頂きます。 

4 月 20 日の 50周年記念式典は、あと 38週後です。 

このクラブでの出会いに感謝して、会長挨拶を終わります。ありがとうございます。 

≪参加報告≫ 米山奨学生･学友合同研修会参加報告            米山カウンセラー 梅村順一 

 

7 月 16日(土)米山奨学生と学友会が一堂に会する合同研修会がトヨタ博物館文化

館にて開催されました。ロータリー新年度を迎え、地区役員は就任後初の事業とな

ります。米山奨学生同士の交流や、学友会メンバーとの顔合わせを目指した研修会

となりました。学友会の出席が少ないようでしたが、世話クラブのカウンセラー

と米山奨学生の交流ができ、有意義な研修会となりました。 

≪委員会報告≫ 第 3２回インターアクトクラブ年次大会報告     インターアクト委員長 中根盛仁 

 

7 月 18日の海の日に名古屋国際会議場『白鳥ホール』で行われた第 32回(通算 58

回)インターアクトクラブ年次大会に参加してまいりました。 

第 2760 地区内 19 校のインターアクトクラブの活動発表を聞いてまいりました。

どのインターアクトクラブもコロナ禍のなか工夫しながらやれることを行ってきてい

る印象を受けました。今後コロナの状況がどうなってくるかわかりませんが我が岡崎

東ロータリークラブが提唱する光ヶ丘女子高等学校インターアクトクラブの活動に支

援,協力をしていきたいと思いますので宜しくお願い致します。 

【前回の例会】       「 新年度親睦夜間例会 」      18 時～「魚清」 
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※通常例会に出席のメークアップを希望される方は、各クラブによって対応が異なりますので、事務局までお問い合わせください。 

 

 

 

 

8 月の例会予定 

例会予定日 例会会場 内容 

8/11(木) 定款第 7 条第 1 節の規定により休会 

8/18(木)12:30～ 六本木 「社会奉仕･国際奉仕について」岡田祥輝君･西脇謙二君 

8/25(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「全員協議会」クラブ創立 50 周年記念式典全体会議① 

他クラブ例会変更（サイン受付）のお知らせ 

予定日 RC 名 サイン受付場所 

8 月 9 日（火） 岡崎城南 岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30 

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 

【会長幹事杯取切り戦 7月定例会結果】7 月 26 日(火)ザ・トラディション GC 

取切り戦 優勝：平岩邦明君 N66/G95・準優勝：鈴木圭介君 N73/G81 

定例会 優勝：清水幹良君 N73/G109・準優勝：鈴木圭介君 N74/G81 

ひよどり会 8 月 11日(木)  子･子･子 8 月定例会は中止です 


