45 期【No6】第 2126 回例会
（過去 3 回の修正出席率

【本日の卓話】

「

2017/8/24
7/13：100％

夢ある新しい岡崎へ

7/20：98.08％

」

7/27：100％）

岡崎市長 内田康宏様
8 月は会員増強・新クラブ結成推進月間です！

【前回の会長挨拶】
先週岡崎の花火大会へ行きました。暑くて心配してましたが、夕方から風が吹き始め日が
落ちてからはとても気持ちの良い状態で花火を見る事が出来ました。日曜は天気も崩れ月
曜日には台風となりました。会社の現場では風で工事足場が倒れそうになり、現場で直接
指揮をとるなど大変な一日となりました。その挙句、夕方会社へ帰って携帯電話を見ます
と電源が入らず、お店へ行っても全てのメモリーが消えたといわれ、結局新しい携帯を買
う羽目になりました。最近気になっているのは建物解体前のゴミの問題です。これらは本来、解体業者の管轄
外のもので家電は家電リサイクル法、その他は一般廃棄物としての法律があります。施主様から「なるべく安
く！」と言われても費用面で難しい面があります。後一つの問題は最近増えているアスベストを含む建物です。
先日も市外からの業者が乱雑な仕事をしているとの話を聞き現場を見に行きました。養生シートも張らず、分
別解体でなく昔ながらの雑な工事をしてるのを見ました。アスベストに関しては皆様にも負担が多くなってお
りますが、何より人体への影響があるものです。近くには幼稚園も有ることからすぐさま役所の方へ電話して
対応を求めましたが、なかなか曖昧な対応には少し憤りも感じます。
「ただ安ければいい」と法律も環境も無視
した様な事はあってはいけないと思います。私共もプライドを持って仕事をしています。たとえ同業者から何
か言われようとも、こういった事に対しては意地を張ってでも行動していかなければならないと思います。

【前回の卓話】

「

新会員卓話

」

鋤柄英明 君

私は昭和 43 年４月３日に岡崎で生まれました。そして根石小学校～甲山中学校～岡崎東
高校～名古屋代々木ゼミナールを経て東京駒澤大学へ入学しました。頭髪で誤解を招いて
しまいますが、宗教学部ではなく経済学部でした。大学でも多くの友人に恵まれ、充実し
た日々を過ごしました。特に軟式野球サークルでは 試合はライトで８番でしたが、夜の
打ち上げではバットをビール瓶に持ち替え、４番でファーストを立派に努めあげました。
大学卒業後、就職は横浜の不動産管理会社に入社しました。業務内容は、主に担当物件の
クレーム処理で、そこでは忍耐力はじめ様々な経験をさせていただきました。そんな私も平成６年の４月に結婚
をしました(現在は、妻と高１になる長男と３人暮らしです)。そして平成 12 年に岡崎へ戻り、父が遺してくれ
た“三共コンクリート株式会社”に入社しました。兄が社長を勤めるここでの私の業務は、昼夜問わずの営業の
ため、生活バランスを崩し一昨年には大病を患い、入院・手術も経験しました。そしてこの度、市川幾雄様・酒
井賢様よりご推薦賜り、晴れて東ロータリーに入会させて頂きました。今後も自分を磨き、奉仕の理念について
学んで生きたいと思います。皆様、今後とも宜しくお願いいたします。

本日の卓話者：鋤柄英明君

清水幹良君入会式

卓話：新会員卓話

*****新会員プロフィール***
氏名：清水 幹良 君
会社名：㈱久惣
職業分類：不動産貸付
年齢：61 歳
住所：岡崎市久後崎町郷西 30
推薦者：岩月鋹廣君/黒井克宣君
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ようこそ！本日のビジター

幹事報告(安井健次君)
【第 9 回理事会報告】
1.2020-21 年度ガバナー候補推薦(案)の件：候補者なし
1.2019 年規定審議会立法案提出の件：提出案なし
1.米山記念奨学会記念誌購入(案)の件：承認
1.ＷＦＦクラブ活動ＰＲパネル展示の件：不参加
1.会員候補者最終承認(案)の件：承認

1.事務局員夏季休暇(案)の件：8/14～18 承認
【第 10 回理事会報告】
1.清水幹良君委員会配属の件：会場/米山奨学委員会
詳細につきましては議事録をご覧ください。
■ 本日は終戦記念粗食例会となっています。食事の差額
600 円を米山記念奨学会へ寄付させていただきます。
■ 例会変更の案内が来ています。詳しくは週報あづまを
ご覧ください。
■ 次週 8/17 は定款第 8 条第 1 節により休会となります。
■ 本日例会終了後ローレライにおいて 45 周年記念式典
実行委員会を開催します。出席対象の方はご出席をお
願いします。
ビジター報告 【岡崎 RC】2 名
出席委員会
本日の出席率 96.23%(欠席 3 名)
前々回(7/27)修正出席率 100%(欠席 0 名)
雑誌委員会 ロータリーの友 8 月号記事紹介
社会奉仕委員会 九州北部豪雨災害義援金について

ニコボックス委員会

 生駒尚久君















清水君入会おめでとう。台風の雨で携帯
電話が壊れメモリーが消えました。大変困ってます。
岩月鋹廣君 本日新会員清水幹良さんを歓迎致します。
黒井克宣君 清水幹良君の入会を歓迎します。
酒井賢君
清水幹良様、ご入会をお祝いします。
清水幹良君 本日入会します。よろしくお願いします。
酒井賢君
青山さん、DVD ありがとうございました。
鋤柄英明君 本日、卓話をさせて頂きます。
稲垣寿君
鋤柄さんの卓話を楽しみにしています。
新浪勝也君 会員増強月間です。ご協力お願いします。
小林清文君 花火大会で倉内法律事務所のウチワを頂
きました。
中川和広君 佐野さん、お世話になりました。
春名祐樹君 東京の店舗立上げでご迷惑おかけしてま
す。赤坂ドットアンドブルーで検索するとホームペー
ジがでますので東京にお越しの際はお立ち寄り下さい。
倉内充雄君 皆出席を喜んで（３年）。
長坂勲君・小木曽進君
ニコに協力します。

８・９月の例会予定
例会予定

例会会場

8/31(木)

内容

定款第 8 条第 1 節の規定により休会です

9/7(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「人口推移とその対応」岡崎市役所 永田優様

9/14(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「ガバナー補佐訪問」ガバナー補佐

9/21(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「自立支援と介護労働負担軽減に資する介護ロボット」
大和ハウス工業㈱ﾋｭｰﾏﾝ･ｹｱ事業推進部長 田中一正様

9/27(水)12:30～

岡崎ニューグランドホテル

「ガバナー公式訪問」ガバナー 神野重行君（名古屋名駅ＲＣ）

柴田芳孝君（岡崎ＲＣ）

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

8 月 28 日（月）

豊田西

名鉄トヨタホテル 7 階 例会場 11:30～12:30

8 月 29 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

8 月 29 日（火）

西尾

西尾信用金庫中央支店 204 号室 11:30～12:30

8 月 30 日（水）

碧南

碧南商工会議所 1 階事務室 11:30～12:30

9 月５日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

9 月 6 日（水）

豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

9 月 12 日（火）

岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

9 月 12 日（火）

西尾

西尾信用金庫中央支店 204 号室 11:30～12:30

9 月 13 日（水）

碧南

碧南商工会議所 1 階事務室 11:30～12:30

9 月 19 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

同好会便り
同好会
あづま会

開催予定日
未定

ひよどり会 9 月 14 日(木)
写楽会

場所

内容

未定

定例会

チャーム

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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