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1 月は職業奉仕月間です！ 

先週の例会に続いて本日も懐かしい写真を回覧させて頂いております。少しでも楽しんで頂ければ

と思います。皆さん『回想法』という言葉をご存知でしょうか？なつかしい物や映像を見て思い出を語

り合う回想法は、脳を活性化し情緒を安定させ、長く続けることで認知症の進行予防やうつ状態の改善につなが

る可能性があるといわれているそうです。そして、高齢者の認知症予防や認知症患者の心理療法、リハビリテー

ションに活用されているそうです。 

元国立長寿医療研究センター長寿医療研修センター長の遠藤英俊さんによれば、『昔を思い出すことは、高齢者にとっ

て脳機能の活性化に有用です。昔懐かしい楽しい記憶や、つらかった記憶もふだんは記憶の海の底にひっそり眠ってい

ます。しかしひとたび映像や古い写真、古い物をみて、一瞬にして昔に戻ることができます。 

昔の話を語る相手がいれば尚のこと、楽しく時間を忘れることもできます。人は皆それぞれの思い出があり、時々それ

らを思い出すことで、人生も豊かになり、幸せな気持ちになることができます。 

回想法は、そういった懐かし映像をみて、人と語りあうことで、充実した時間をもつことができます。一つの心理療法

です。昔を思い出し、人と語りあう時に、前頭前野の脳血流が増加することがわかっています。一人ひとりで行う回想

法もありますが、集団で行う回想法もあります。』ということだそうです。 

50 周年記念式典、そして懇親会では、我がクラブなりの『集団で行う回想法』で、会員の皆さん、ご臨席の皆様と楽

しい時間が過ごせたらと思います。そんな 50周年記念式典は、あと 18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。 

【稲垣会長】半期を振り返って、まだ振り返るには早すぎると思うものの、クラブ年次総会から一年過ぎるので、大

きな節目だと感じています。波乱の 7 月第１例会から始まり、あっという間でした。私なりにひとつひとつの例会、

事業、会合を丁寧に行ってきました。クラブ奉仕部門の親睦、会場、公共イメージ、プログラム、ニコニコ委員会の

皆さんには、質の高い例会をつくっていただいていることに感謝いたします。 

今以上に私自身が率先して、50周年の雰囲気づくりに知恵を絞ってまいります。特にクラブ奉仕部門の親睦・会

場・公共イメージ・プログラム・ニコニコ委員会にも、改めて 50周年の機運を盛り上げる工夫をお願いいたしま

す。毎例会の会長挨拶の最後に、50周年記念式典まであと何週とお伝えしていますが、けっしてプレッシャーをか

けるために言っているわけではありません。50周年実行委員会の役員の方々には日々ご苦労をおかけしておりま

す。特に小委員長の皆さんにはご苦労をお掛けしています。ものすごく、頑張ってくださっています。小委員会の役

割にもよりますが、まだ委員の方々に細かな動きが伝わっていないケースもあると思います。是非とも、小委員会内

の情報共有を密にお願い致します。 

【加藤幹事】半期を幹事の立場で振り返ってみたいと思います。就任早々の 7/1に山中一さんの訃報が届き、慌た

だしく前途多難なスタートで始まりました。7/7第 1 回目の例会では濃厚接触者になり例会を欠席し、幹事報告･所

信表明･理事会･マスメディアへの挨拶回りを全部会長一人にお任せすることになってしまいました。片岡親睦委員

長･鈴木会場委員長や他の新委員長が完ぺきにこなしてくれていると連絡があり、唯々「感謝」の一言でした。 

7/28 は「新年度親睦夜間例会」でコロナ患者急増に伴い、休会も頭に入れながら苦肉の策でアルコールなしの夜間

例会を決行しました。 

8/18 は「長瀬楽人会」六本木での演奏でしたが足立ＲＣＣ委員長初め多くの委員長さんが頑張ってくれました。 

9/18 は市長卓話。9/15 はガバナー補佐訪問。9/22 は新ローレライでの月見例会を無事開催できました。 

10/6 はガバナー公式訪問。岡崎ニューグランドホテルでの開催で何とかホスト役を終えることができました。 

11/17 は光ヶ丘ＩＡＣの国内研修報告会。そして 12/1クラブ年次総会。次年度の役員･理事を決定する重要な総

会で、なんとか無事に終わることができました。 
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【本日の卓話】    

【前々回の会長挨拶】           

「 新春年男年女放談 Part1 」 会員  酒井賢君 ･ 本田康英君 

【前々回の卓話】 「 半期を振り返って 」      会長 稲垣寿君 ・ 幹事 加藤和志君 

 
    光ヶ丘インターアクトクラブ 会長 柴田茉央様・副会長 髙橋麻生様・幹事 高橋佳純様 
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幹事報告 （加藤和志君）    
◼ 5/27～31オーストラリアメルボルンで開催される RI

国際大会の登録料割引期限が本日迄となっています。 

◼ 愛知県県政より 2760 地区に対し県政 150周年を記

念して感謝状が贈られました。 

◼ 12/19(月)岡崎５ＲＣ会長幹事会がザ･パームガーデ

ンオリエントヴィラで開催され、稲垣会長と加藤が出

席します。 

◼ 次週は年忘れ親睦家族例会でララシャンス岡崎での開

催となります。お間違いないようお願いします。 

◼ 事務局の年末年始の休暇は12/28～1/5です。期間内

は幹事加藤までご連絡ください。 

副幹事報告 （鈴木圭介君）    
◼ 12/1開催の次年度第1回理事会にてSAAに酒井賢君

が選出されました。 

50周年実行委員会 50周年記念事業「雅楽&和太鼓

の調べ」開催案内 

米山奨学委員会 小銭寄付のお願い 

親睦委員会 1/26新春親睦夜間例会の最終案内 

出席委員会 本日の出席率88.23%（欠席6名） 

前々回(12/1)の修正出席率 100%（欠席 0名） 

ニコニコ委員会 
◼ 中部電力パワーグリッド保本真吾様より先週の御車代

をニコにご協力いただきました。 

◼ 稲垣寿君 「半期を振り返って」卓話させていただき

ます／５0周年記念ニコボックスに協力します。 

◼ 加藤和志君 本日の卓話気楽に聞き流して下さい／佐

藤さん,三城さん,宇野さん第九お疲れ様でした。 

◼ 野村政弘君 稲垣会長,加藤幹事、残り半年間余り 50

周年記念式典控えています。健康に留意してよろしく

お願いします。 

◼ 酒井賢君･佐野真琴君･三城偉央君･神谷浩君･岡田祥輝

君･市川幸治君･西脇謙二君･酒井郁美君･本田康英君 

稲垣会長,加藤幹事、半期お疲れ様でした。卓話楽しみ

にしています。 

◼ 岩崎靖彦君 3/4(土)50周年記念イベント「雅楽&和

太鼓の調べ」にご参加お願いします。 

◼ 杉田広喜君 あづま会コンペ優勝しました。 

◼ 宇野弘隆君 第九演奏会ご鑑賞有難うございました。 

◼ 片岡達宏君 来週の年忘れ親睦家族例会よろしくお願

いします。 

◼ 長坂勲君･新浪勝也君･清水幹良君･小出一輔君 50 周

年記念ニコに協力します。 

本日、ご出席頂きました会員の皆様、ご家族の皆様、岡崎ローターアクトクラブ森田会長始め会員の皆様、そして名古

屋大学大学院に在学している米山奨学生の楊迪さんご出席を頂きありがとうございます。 

コロナ禍ではありますが、昨年度に続いてこのララシャンス岡崎さんで開催出来ることに感謝いたします。片岡親睦委

員長始め親睦委員会の皆様、今日までの準備、そして早い時間からの設営に感謝申し上げます。 

インターアクトクラブを支援している光ケ丘女子高等学校のクリスマスページェントが市民会館で開催され、お招きを

頂きましたので家内と見て参りました。シスターマリア小林三佐子校長先生のお隣に座り、いろんなお話をお聞きしま

した。クリスマスページェントに向けて生徒さん達が 2～3 ヶ月の間にとてつもなく成長すると言うお話が一番印象的

でした。こうした晴れの舞台は人間にとってなくてはならないものだと痛感いたしました。もしかすると、人間はハレ

の時のために生きていると言ってもいいのかも知れません。今年度、我がクラブは 50周年のハレの年を迎えているわ

けですが、年が改まりますといよいよ私たちの晴れの舞台が近づいて参ります。3/4 には岡崎城二の丸能楽堂で雅楽と

太鼓の調べと題しまして、50 周年記念事業のひとつを行います。4/20には国際ロータリー第 2760 地区篭橋ガバナ

ーを始め、西三河中分区の会長幹事さん、姉妹クラブである松本東ロータリークラブの皆様を始め、関係の深い支援先

の皆様、そして我がクラブのご家族をお迎えして 50 周年記念式典が行われます。50周年実行委員会の役員、委員長

の皆様、事務局の河内さんには、すでに目一杯頑張って頂いております。改めて全会員の皆様のお力添えをお願い致し

ます。50 周年記念式典は 7 週後に開催されます。本日の出会いに感謝して会長挨拶と致します。有難うございます。 

ご来訪者   米山奨学生 楊迪様 

岡崎ローターアクトクラブ森田玲菜会長・遠藤憲次郎幹事 

出席委員会 本日の出席率83.67%（欠席8名） 

前々回(12/8)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。 

あと 4ヶ月で 50周年式典です。名前だけの幹事ですが、なるべくお役には立ちたいと思っております。市川実行委

員長の「記憶に残る周年式典」に向けて一緒に頑張っていきたいと思っています。 

 
稲垣会長 

 
加藤幹事 

 
南副会長よりお礼の言葉 

【前回の例会】     「年忘れ親睦家族例会」 12 月 22 日(木) ララシャンス OKAZAKI 迎賓館 

【前回の会長挨拶】   「年忘れ親睦家族例会」 12 月 22 日(木) ララシャンス OKAZAKI 迎賓館           
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【お願い】例会を欠席する場合は、食事の手配の都合上、前日の午後 4 時 30 分までにご連絡をお願いします。 

 

 

 

 

 

【前回の例会】     「年忘れ親睦家族例会」 12 月 22 日(木) ララシャンス OKAZAKI 迎賓館 

 
稲垣会長挨拶 

 
新会員紹介 栗山茂克君 

 
米山奨学生 楊迪さんお誕生日祝 

 
小木曽進君を偲び献杯 畔栁エレクト 

    

    

 
和芸 暁あんこさんのステージ  

 
西脇君･三城君の漫才「ヒヨドリー」 

 
南君･三城君「ロータリーボーイズ」 

 
ロータリーソング 

「手に手つないで」 

 
 

 
 

１月の例会予定 

例会予定日 例会会場 内容 

1/19(木)12:30～ 岡崎 長誉館 「職場例会」 

1/26(木)18:00～ 魚清 「新春親睦夜間例会」 
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次週 職場例会のご案内 

日時 令和５年１月１９日（木） １２時３０分より 

場所 岡崎・長誉館（2 階会場） 〒444-0015 岡崎市中町 6 丁目 3-10（丸石醸造内、かにの甲羅北側） 

 
  

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 12 日(木) 子･子･子 定例会 


