45 期【No9】第 2129 回例会
（過去 3 回の修正出席率

【本日の卓話】
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「自立支援と介護労働負担軽減に資する介護ロボット」
大和ハウス工業株式会社 理事 ヒューマン・ケア事業推進部長 田中一正様
９月は基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間です！

ぁ

【前回の会長挨拶】
最近記事を覗いていましたらボーイスカウトの事が話題で出ていました。加盟する子供
の数が、この 10 年間でほぼ半数の約 6 万 2000 人まで減っているそうです。また全
国 34 道県で加盟者が 1000 人を割り、苦しい運営を迫られているところもあり、原因
としては「少子化に加え、部活動や塾との両立が難しくなり、国際交流や慈善活動をす
るＮＰＯも増えて差別化できなくなった」という事です。連盟によると、全国の加盟者
数は 1983 年の 23 万人を境に年々減少し、2006 年度は 11 万人だったが、16 年度
は 6 万人まで減りました。また東京や愛知、大阪など都市部の 6 都府県は 4000 人以上ですが、秋田や徳島
など５県は 100 人台で、高知は最少の 39 人だそうです。近年は、活動内容を絞って専門化するＮＰＯなどが
増え、ボーイスカウトの独自性を示すことが難しくなっています。また、ボーイスカウト経験者の若者が都市
部に流出して指導者が少なくなっていることも、地方での減少を招いている原因だそうです。実は私も小学校
６年から高校生までボーイスカウトをやっておりました。その時の経験や出会いなどが現在となっても仕事の
場面で役にたっております。機会がありましたら、その指導者の方に卓話をお願い出来ればと思っております。

【前回の卓話】

「

ガバナー補佐訪問

」

ガバナー補佐

柴田芳孝君（岡崎ＲＣ）

本日は、2017-18 年度ガバナーである、神野重行氏のメッセンジャー役として参りま
した。今年度の国際ロータリーのテーマである「ロータリー：変化をもたらす」につい
てＲＩ会長（イアン H.S.ライズリー氏）が述べられた内容に基づき、神野ガバナーが掲
げた地区方針は“今日からのロータリーを楽しもう”であります。これは、会員同士の
親睦（クラブ奉仕）と自らの職業のレベルアップを目指しながら研鑽・努力することに
よって周りを変えるだけでなく自らも変わること、そこに“奉仕”を通じてロータリー
活動に楽しみを見出そう、としています。また、10 年後・20 年後も地区の輝きが持続可能である為には、各
クラブが輝いている必要があると考えて、各クラブには行動指針として「クラブ戦略委員会」の設置をお願いし
たので有ります。方針は以上としまして、今年の西三河中分区の活動並びにご協力をお願いします。①第五回ワ
ールドフードふれ愛フェスタへの積極的参加 ②西三河中分区懇親ゴルフコンペへの参加 ③ＩＭへの参加
④1 人 1 本の植樹 ⑤マイロータリーへの各クラブ 50％以上の登録。以上、宜しくお願いいたします。

柴田ガバナー補佐と筧地区幹事

川村様

安福様

石川様

卓話者へお礼

会長幹事懇談会にて

■ 9/18(祝月)地区青少年サミットが開催され、金本青少

ご来訪者
2018-19 年度西三河中分区ガバナー補佐 柴田芳孝様
地区副幹事 筧正紀様・地区スタッフ 川村勝廣様
分区幹事 安福良豊様・分区副幹事 石川勝敏様
幹事報告(安井健次君)
【第 11 回理事会報告】
 新年度親睦夜間例会決算の件：承認
 おかしんｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ利用手数料改訂の件：承認
 ＷＦＦバザー販売用物品提供の件：承認
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■
■

■
■

年奉仕委員長が出席します。
9/20(水)岡崎４ＲＣ会長幹事会が「しばた」において
開催され、生駒会長、幹事安井が出席します。
11/2(木)18 時半より指名委員会･諮問委員会が魚清
にて開催されます。出席対象者の方には、後日改めて
文章でご案内いたします。
例会変更の案内は週報あづまをご覧ください。
本日例会終了後、第４回クラブアッセンブリーを開催
します。出席対象者の方は、ご出席をお願いします。

ビジター報告 ありません
出席委員会
本日の出席率 90.57%(欠席 5 名)




前々回(8/24)修正出席率 98.00%(欠席 1 名)

ニコボックス委員会
 地区副幹事

筧正紀君・地区スタッフ 川村勝廣君
本日、ガバナー補佐訪問です。宜しくお願いします。
 生駒尚久君・山内隆一君・小林清文君・足立汎和君・
新波勝也君・杉田雄男君・坂野弘君・野村政弘君

【活動報告】

「菅生川草刈一斉清掃」





ガバナー補佐及びスタッフの方の訪問を歓迎します。
宇野弘隆君 草刈り清掃ご苦労様でした。
酒井賢君・浅岡謙治君・倉内充雄君・春名祐樹君・
小林清文君・橋本義紀君・杉田雄男君・近藤金作君・
足立汎和君・加藤和志君・中川和広君・長坂貴之君
草刈清掃に参加出来ませんでした。
長坂勲君 １０日間でブラジルを往復してきました。
草野信隆君 本日早退させて頂きます。
杉田広喜君 ニコに協力致します。
社会奉仕委員長 宇野弘隆

平成２９年 9 月１０日(日)

９月１０日(日)午前６時より恒例の「菅生川を美しくする会」主
催の菅生川草刈一斉清掃に我クラブも２３名が参加しました。
例年より若干担当範囲が広いように感じましたが、回収車が回っ
てくるまでの時間しっかりと作業を行いました。これもボランテ
ィア活動の一つです。本年度は一人一人が何かしらボランティア
活動に参加するように努めてください。またその機会も紹介した
いと思います。

皆さん！お疲れ様でした

９・１０月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

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）

10/5(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「新会員卓話」長坂貴之君

10/12(木)

定款第８条第１節の規定により休会です
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

9 月 22 日（金）

安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

9 月 25 日（月）

豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

9 月 29 日（金）

安城

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

10 月 2 日（月）

豊田西

名鉄トヨタホテル 7 階 例会場 11:30～12:30

10 月 3 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

10 月 11 日（水） 豊田東･知立

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

10 月 17 日（火） 岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

10 月 17 日（火） 豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

10 月 18 日（水） 岡崎

岡崎竜美丘会館 11:30～12:30

10 月 18 日（水） 豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

10 月 18 日（水） 三河安城

ホテルグランドティアラ安城 1 階 11:30～12:30

10 月 18 日（水） 知立

ホテルクラウンパレス知立 501 号室 11:30～12:30

同好会便り
同好会
あづま会
ひよどり会
写楽会

開催予定日

場所

内容

9 月 28 日(木) ザ･トラディショナル GC
未定

―

定例会
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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