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10 月は経済と地域社会の発展月間・米山月間です！ 
 

ぁ 

【前回の卓話】      「  ガバナー公式訪問  」 ガバナー 神野重行君（名古屋名駅ＲＣ） 

両クラブにおかれましては、長い歴史の中で(岡崎 67 年、岡崎東 45 周年)地域で地道に

奉仕活動を続けて頂いています事に、一段と高い場所からではありますが、厚く御礼を申

し上げます。 

「ロータリー:変化をもたらす」  これは、今年度ＲＩ会長であるイアン H.S ライズリ

ー氏の掲げるテーマです。こちらを要約いたしますと、ロータリー理念の根本は変わりま

せんが、今のこの時代だからこそ目的と理念を大切に守りつつ、世の為の奉仕活動を周り

の人々へ知って頂く・伝播していく、これが求められていると思います。 それには先ず、自らがロータリー

活動に意義・楽しさを感じること。そうする事により、行動を通じて自分自身を含めて、人々の人生に変化を

もたらすのではないかと思っております。 

「今年度、私が掲げるこの地区への思い」  先ずは、地域環境問題であります。 日本の国土の３分の２は森

林でありますが、地域によっては、緑がまだ足りない場所もあると聞いております。また世界では、砂漠化・

水面上昇・大気汚染など、問題のある地域がある中で、人類のみならず地球上の全ての生物に対し、分け隔て

無く出来る行動の一つに『植樹』があります。 来る来年のアースデイまでに『一人一本の植樹』をお願いし

ております。 両クラブにおかれましては、こちらを真剣に取り組んでおります事に、私からも厚く御礼申し

上げます。  次に会員増強についてですが、世界的には男女比率の問題・平均年齢の問題などや、日本では

例会開催日時や活動に対する個人負担（会費その他）など。これはこれからの未来を見据えた問題であります。

これからを担っていく会員達が、それぞれの立場に立ち、真剣に考え、今後の在り方や目指したい奉仕活動を

検討して頂く（クラブ戦略委員会の設置および活動）ことをお願いします。 

「今日からのロータリーを楽しもう」  これについては、我々は絶えず向上意欲を持って研鑽に励んでいる人

であり、その集合体であるクラブも、より高いロータリーブランドの追求をしていきたい。それにはまず会員

が楽しまなければ、発展は出来ない！と考えたからであります。 10 年後・20 年後も輝きが持続可能である

事。それにはまずクラブが輝いていること。これが必要であります。 

最後に、両クラブの益々のご発展・ご繁栄と、皆様方のご健勝をお祈りして、私のガバナー挨拶とさせて頂き

ます。 ご清聴、有難うございました。 

 
会長幹事懇談会 

 
神野重行ガバナー 

 
開会点鐘：岡崎 RC 浅井会長 

 
岡崎 RC との合同例会 

【前回の会長挨拶（ガバナー公式訪問謝辞）】 

神野ガバナーはじめ、加藤地区幹事、筧地区副幹事には遠方より御来訪頂きありがとうご

ざいました。岡崎の４クラブは会長・幹事の連絡を密にし、定期的に困っている事、問題

点などを気楽に話し合える関係でこれからも地区の方針に沿って頑張っていく所存であ

ります。今後も御指導の方をお願いし、またこれからガバナー訪問が続きますので、お体

には注意して頂きますようお願いしましてお礼の挨拶とさせていただきます。本日はあり

がとうございました。 

「   新入会員卓話   」     長坂貴之君 
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【本日の卓話】              
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ご歓談 
 

ご歓談 

 

ご歓談 

 

お礼の挨拶：生駒会長 

ご来訪者  

国際ロータリー第 2760 地区 

ガバナー   神野重行君（名古屋名駅 RC） 

地区幹事   加藤定伸君  〃 

地区事務長  筧 正紀君  〃 

出席委員会   本日の出席率 76.92%(欠席 12 名) 

前々回(9/14)修正出席率 100%(欠席 0 名) 

ニコボックス委員会  

 国際ロータリー第 2760 地区 神野重行ガバナーより超

多額に頂きました。 

 三浦泰廣君･山内隆一君･草野信隆君･酒井賢君･稲垣寿

君･西脇謙二君･三城偉央君･新浪勝也君･岩崎靖彦君･佐

藤寿行君･倉内充雄君 神野重行ガバナーをはじめとす

る皆様のご来訪を歓迎します。 

 手嶋明君  草刈清掃に参加出来ませんでした。 

 長坂勲君  ニコに協力致します。 

 

 

 

 

10 月の例会予定 

例会予定 例会会場 内容 

10/12(木) 定款第８条第１節の規定により休会です 

10/19(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「 未 定 」岡崎警察署長様 

10/26(木)12:30～ 才栗作業所 「移動例会」（社会奉仕委員会担当行事） 

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 

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 

10 月 23 日（月） 豊田西 名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30 

10 月 24 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 
11 月 

未定 
未定 

【9 月定例会結果】9/28(木) 於：ザ・トラディション GC 

 優 勝：黒井克宣君（N68/G104） 

 準優勝：柴田健吉君（N71/G89） 

ひよどり会 10月12日(木) チャーム 定例会 

写楽会 有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示 

【活動報告】リレーフォーライフに参加              青少年奉仕委員長 金本孝美 
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9 月 23 日(土)24 日(日)と 24 時間のリレー・フォー・ライフが岡崎公園で開

催されました。リレー・フォー・ライフとは、がん征圧を目指し、がん患者や家

族、支援者らが夜通し交代で歩き、勇気と希望を分かち合うチャリティーイベン

トです。 

岡崎ローターアクトクラブのメンバーも毎年参加しており、当クラブからも応

援に駆けつけました。夜にはメッセージを託したキャンドルに光を灯し、がんで

亡くなった人たちを偲び、また、がんと闘っている人たちを応援します。その意

味を深く理解し実感でき、とても有意義な時間を過ごす事が出来ました。  

       同好会便り           2017 年 9 月 28 日（木）ザ・トラディション GC にて 

あずま会の定例会が 9月 28日トラディション GC にて開催されました。 

今回は初参戦の清水君が参加されました。 朝は雨や霧の中のスタートで

したが、次第に天候も回復し楽しい親睦会となりました。 今回は黒井君

が日頃の練習の成果を発揮し初優勝を飾りました。 次回は 11 月ですの

で皆様のご参加お待ちしております。 
 

♪♪ ＡＺＵＭＡ 気まぐれグルメコーナー ♪♪    第 4 回 朝倉清陽君 

  

「菜飯田楽 きく宗」豊橋市新本町 40 TEL：0532-52-5473 

 

こちらのお店は創業２００年以上の老舗なので、ご存知の方

もいらっしゃるかと思いますが、私の地元の豊橋で“菜飯田楽”

と言えば、このお店が一番ではないかと思います。近くに御用

の際は、是非一度ご利用下さい。ご連絡いただければ（タイミ

ングが合えば）、私もご一緒させて頂きます。 

https://tabelog.com/aichi/C23201/rstLst/
https://tabelog.com/aichi/C23201/rstLst/

