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第 2136 回例会
（過去 3 回の修正出席率

「
【本日の卓話】
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10/26：98.00％）

2017 年度インターアクトオーストラリア海外派遣研修に参加して

」

光ヶ丘女子高等学校 インターアクトクラブ 副会長 渡邉美樹 様
11 月はロータリー財団月間です！

ぁ

【前回の会長挨拶】
朝晩冷え込む季節がやってきました。当社は 30 人程の社員がいますが、風邪で休む
社員が出てインフルエンザの伝染が広がると困るので、会社から予防接種の料金を負
担し病院に行ってもらうようにしています。自宅に祖母がおりますが、年輩の方々に
は本当に注意していただきたいと思います。５年程前ビジネスフェアーに行き弱酸性
次亜塩素酸水のブースで話を知り、現在自宅と会社の方で使っています。アルコール
消毒ではインフルエンザの予防は出来ないと聞いてますが、加湿器の水に次亜塩素酸
水を入れ 24 時間噴霧することで相当予防できるそうです。誰かが菌を持ってきて連鎖的に移ると本当に困る
のでそれを実践し効果も覿面です。インフルエンザの他にもノロウイルス・O-157 大腸菌・黄色ブドウ球菌、
その他、99.8％の抑制効果があるそうです。また犬や猫の動物性の臭いも防ぐ事が出来まして、猫のトイレや
体臭の嫌な臭いなども次亜塩素酸水を噴霧器で噴射することにより数時間で臭いが消えます。誠に便利なもの
で、インターネットなどでも安価で売っておりますので、皆さんも是非検討してみてはいかがでしょうか？

【前回の卓話】

「

ロータリー財団 次の 100 年に向けて
地区資金推進委員会

」

副委員長

野村紀代彦 君（刈谷 RC）

昨年度は、ロータリー財団 100 周年という大きな節目をむかえ、当年度ガバナーの「年
次寄付 180 ドル」を目標にしたところ、この地域では初となる｢100 万ドル｣を超える寄
付を集めることができました。また、先月の 14・15 日に開催されたＷＦＦ(ワールドフ
ードふれあいフェスタ)では、ポリオ撲滅をメイン活動としたところ、それに対する一般
の方々からもたくさんのご理解・ご協力をいただくことができました。そして 101 年目
をむかえた財団が、次の 100 年に向けて掲げる目標として、
１．ポリオ撲滅事業の継続
２．学友や奨学生への支援の継続
３．年次基金・ベネファクターの恒久基
金へのご理解
４．マイロータリーの登録推進。
以上により一層のご協力をお願い申し上げます。

元米山奨学生コンティリ様とご家族

地区資金推進副委員長の野村様

カンボジア小学校助成金授与

ようこそ！本日のビジター

・下期会費請求の件：承認
・ＣＤプレーヤー購入の件：承認
元米山奨学生 コンティリ様(中部名古屋みらい RC)とご家族
詳細は議事録をご覧ください。
幹事報告(安井健次君)
尚、下期会費請求は 12/7 クラブ年次総会でご案内しま
 11/12(日)名鉄ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙにて第 7 期地区ＲＬＩ会長エ
すが、12 月末日までの納入をお願いします。
レクト研修パートⅢが開催され野村ｴﾚｸﾄが出席します。

例会変更の案内が来ています。詳しくは週報あづまをご
 ガバナー事務所より、第６回日台ロータリー親善会議の
覧ください。
ご案内が届いています。2018 年 3 月１日(木)台湾で開
催されます。ご参加希望の方は幹事までご連絡ください。 本日例会終了後ローレライで第２回クラブ戦略委員会
を開催します。出席対象者の方はご出席をお願いします。
 11/15(水)名鉄ﾄﾖﾀﾎﾃﾙにて第２回西三河中分区会長幹
ビジター報告 【岡崎 RC】1 名【岡崎南 RC】1 名
事会が開催され、生駒会長、幹事安井が出席します。
出席委員会
本日の出席率 84.91%(欠席 8 名)
【第１３回理事会報告】
・年忘れ親睦家族例会開催の件：承認
前々回(10/26)修正出席率 98.00%(欠席 1 名)

ご来訪者
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雑誌委員会 ロータリーの友 11 月号の記事の紹介
ロータリー財団委員会 年次寄付/小銭寄付のお願い
国際奉仕委員会 カンボジア小学校支援現況報告
ニコボックス委員会







野村紀代彦君(刈谷 RC) 本日ロータリー財団につい

ての卓話をさせていただきます。

生駒尚久君 指名諮問委員会ありがとうございました。

加藤和志君･中川和弘君
地区ロータリー財団資金

推進委員会副委員長の野村紀代彦様を歓迎します。

宇野弘隆君 光ヶ丘女子高校駅伝部、悲願の都大路出
場です。クリスマスイブは応援です。
手嶋明君 結婚 50 周年無事終えることができました。
西脇謙二君 12/3(日)大井川鉄道の旅を開催します。
ご家族などお誘い合わせの上ご参加お待ちしてます。
草野信隆君 今日も元気に出席できました。
佐野真琴君 皆出席喜んで。（１年）
小木曽進君 ニコに協力します。
長坂勲君
ニコに協力します。

11 月・12 月の例会予定
例会予定

例会会場

11/23(木)

内容

法定休日により休会です

11/30(木)12:30～

岡崎市民会館

「出張例会」国際奉仕委員会担当

12/7(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

12/16(土)18:00～

三河湾リゾート リンクス

「年忘れ親睦家族例会」
（12/14 の例会変更です）

12/21(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」
12/28(木)

「クラブ年次総会」

「半期を振り返って」会長 生駒尚久君/幹事 安井健次君

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

11 月 29 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

11 月 29 日（水） 知立

ホテルクラウンパレス知立 501 号室 11:30～12:30

12 月 8 日（金）

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

安城

12 月 12 日（火） 西尾

西尾信用金庫中央支店 204 号室 11:30～12:30

12 月 13 日（水） 岡崎

岡崎竜美丘会館 11:30～12:30

12 月 13 日（水） 豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

12 月 15 日（金） 安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

12 月 18 日（月） 豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

12 月 19 日（火） 岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

12 月 19 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 21 日(火)9:00～

額田 GC 西コース

定例会

ひよどり会

未定

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

♪♪ ＡＺＵＭＡ 気まぐれグルメコーナー ♪♪

第６回

春名祐樹君

喫茶店 「満天華(まんてんか)」

岡崎市小呂町 2-100-2

うちの会社からも近く、もう 10 年以上頻繁にモーニングやラン
チに利用させて頂いてます。ウッディーで清潔感のある店内には、
素敵な陶器がたくさん。ママさんのこだわりが感じられます。
これは、デミソースハンバーグ定食、野菜たっぷり、このボリ
ュームで 780 円！他に和風とマスタードソースとあります。どれ
も美味しいのでぜひ！運が良いと、店舗横にいる看板犬のコーギ
ー、ココロちゃんに会えるかもです！
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