45 期【No19/20 合併号】第 2140 回例会
（過去 3 回の修正出席率

「

【本日の卓話】

半期を振り返って

2017/12/21
11/9：96.23

」

11/16：100％

11/30：100％）

会長 生駒尚久君/幹事 安井健次君
12 月は疾病予防と治療月間です！

ぁ

【前々回 12/7 の会長挨拶】
大変寒い日が続いております。先日ラジオで聞きましたが、この時期病院の待合室で、
一目で分かるインフルエンザの患者の話を言っていました。上着を脱いでいる方は風邪
だと、また上着を着たままの方はインフルエンザだと。そういえば納得させられる様な
気がします。それと最近興味があるのが「ふるさと納税」です。先日も会員の方から、
ふるさと納税で（カー用品）をもらったなど聞きまして、それからちょっと調べており
ます。例えば、この岡崎市のふる里納税の返礼品には、内田ジャズコレクションＣＤや
八丁味噌、備前屋のお菓子、お米など多数出ております。またその寄付金の使い道としては、
１．資産の現代価値化、２．岡崎の顔つくり、３．地域愛の醸成、４．市長におまかせ（１～３のいずれかに
使用）として街作りや観光等に使われるということが出ておりました。このふる里納税について詳しく知って
いる方がみえましたら、一度教えていただけたらと思います。

【前回 12/7 の例会】

「

第 45 年度

クラブ年次総会

」

司会(安井幹事)：岡崎東ロータリークラブ第 45 年度年次総会の開会宣言。会員総数 56 名中、本日の出席者 42
名。クラブ細則第 5 条第 1 節「会員総数の 3 分の１以上を定足数とする」の規定に基づき、本総会の議決は
成立。
議長(生駒会長)：第 1 号議案 次年度役員及び理事選出の件、指名委員会に付託し次年度役員理事が指名された。
諮問委員会で協議し答申された結果を受け決定された。
指名委員長(手嶋明君)：承認決定事項の報告
議長(生駒会長)：新役員承認の採決を求め、賛同の挙手過半数。本議決は指名委員会の発表の通り決議された。尚、
ＳＡＡの選出については新役員理事に一任。
次年度会長(野村政弘君)：次期理事役員の方と力を合わせ、足並みを揃えて 1 年間会長の任務を全うしたいと思
います。会員の皆様方には、ご支援・ご協力・ご指導・ご鞭撻をよろしくお願いします。
次年度幹事(坂野弘君)：野村新会長の方針に基づいて今後の内容を決め、理事役員の方々と共にクラブ運営をしっ
かり勤めてまいります。

次年度会長 野村政弘君 挨拶

次年度幹事 坂野弘君 挨拶

12 月お誕生日おめでとう！

会
長（役員）野村
直前会長（役員）生駒
会長ｴﾚｸﾄ（役員）近藤
副 会 長（役員）宇野
幹
事（役員）坂野
会
計（役員）鈴木
S･A･A （役員）小林

政弘
尚久
金作
弘隆
弘
圭介
清文

ようこそ！本日のビジター様
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(敬称略)
次年度役員理事の皆さん
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幹事報告(安井健次君)
 12 月のロータリーレートは１ドル 112 円です。
 2020-21 年度ガバナーに岡部務君(名古屋北ＲＣ)
が選出されました。(7 月迄ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰﾃﾞｼﾞｸﾞﾈｰﾄ)
 本日下期会費請求書を配布させていただきました。
 次週 12/14(木)は例会変更となり 12/16(土)年忘れ
親睦家族が開催されます。お間違いなくお願いします。
 12/14(木)19 時半～岡崎 RAC 例会が開催され、金
本青少年奉仕委員長、
佐野 RAC 委員長が出席します。
 12/12(火)14 時～光ヶ丘女子高等学校にて IAC の
例会出席の打合せを行い生駒会長、金本青少年奉仕委
員長、三城 IAC 委員長、宇野弘隆君が出席します。
 12/17(日)18 時～岡崎市民会館において、光ヶ丘女
子高等学校のクリスマスページェントが開催され、金
本青少年奉仕委員長、
三城 IAC 委員長が出席します。
 12/18(月)18 時半～岡崎市竜美丘会館にて、13 ク
ラブ親善スポーツ大会第３回打合せ会議が開催され、
杉田親睦委員長、西脇親睦副委員長が出席します。
 本日例会終了後、次年度理事会･定例理事会･クラブ戦
略委員会を開催します。出席対象の方はお願いします。
ビジター報告 【岡崎南 RC】1 名
出席委員会
本日の出席率 79.63%(欠席 11 名)

前々回(11/16)修正出席率 100%(欠席 0 名)
親睦委員会 年忘れ親睦家族会の最終案内/慶祝の発表

ニコボックス委員会
 生駒尚久君 大井川鉄道旅行ありがとうございました。
 野村政弘君/坂野弘君 本日の年次総会お願いします。
 宇野弘隆君 光ヶ丘女子高等学校駅伝部へのカンパあ

りがとうございました。
先日の大井川鉄道の旅にご参加頂いた皆
様ありがとうございました。
池田正君
大井川鉄道旅行皆様お世話になりました。
足立汎和君 ｱﾌﾟﾄﾗｲﾝ旅行の皆様、お世話になりました。
佐野真琴君 大井川鉄道旅行ありがとうございました。
長坂貴之君 無事ダンス公演終了しました。ロータリ
ーからも沢山の方に来ていただき感謝しています。公
演もとても盛り上がりました。有難うございました。
小木曽進君 長坂貴之君、素晴らしいショーを有難う。
佐野真琴君 長坂さん、ダンス素晴らしかったです。
朝倉清陽君 久しぶりに出席させて頂きます。
長坂勲君(35 年)小林清文君(18 年) 梅村順一君(15
年)三城偉央君(4 年)杉田広喜君(3 年) 皆出席喜んで。
倉内充雄君 ギックリ腰になってしまい、先週は寝込
んでいました。やっと回復してきました。

 西脇謙二君











12・１月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

12/28(木)

定款第 8 条第 1 節の規定により休会です

2018/1/4(木)

定款第 8 条第 1 節の規定により休会です

1/11(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「農業の工業化について」大和ハウス工業㈱ 吉村守様

1/18(木)12:30～ 三菱自動車工業㈱岡崎製作所 「職場例会」
1/25(木)18:00～

魚清

「新春親睦夜間例会」
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

12 月 22 日（金） 安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

12 月 22 日（金） 西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30

12/27～1/5

全 RC

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

1 月 9 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

1 月 9 日（火）

岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

1 月 9 日（火）

西尾

西尾信用金庫中央支店 204 号室 11:30～12:30

1 月 10 日（水）

知立

ホテルクラウンパレス知立 501 号室 11:30～12:30

1 月 10 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

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

あづま会

未定

未定

ひよどり会

1 月 1１日(木)

チャーム

写楽会

内容
未定

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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【前回の例会】

「

年忘れ親睦家族例会

」

12/16（土）三河湾リゾート リンクス

【前回(第 2139 回例会）の会長挨拶】
本日は年忘れ親睦家族例会ということで、大変景色の良い素晴らしい会場へ来ております。
昨年までと少し変えたいという事で無理を言いまして三河湾リゾートリンクスを手配して
頂きました。本日の例会は年に１度の大きなイベントだと思います。私も今日という日を首
を長くして待っておりました。長い間準備をしていただいた親睦委員会・会場委員会の方、
本当にご苦労様でした。今日の家族親睦会、皆様ごゆっくりしていって下さい。

「

生駒会長 点鐘

年忘れ親睦家族例会写真集

次年度会長幹事紹介

新会員紹介
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」

乾杯！！

オープニング

長坂夫妻によるｷﾚｯｷﾚのダンス

サンタさん、トナカイ登場

サンタさんからプレゼント

ハッピースマイル MIKI さん

MIKI さんによるバルーンアート

MIKI さんによるパフォーマンス

トナカイさんもびっくり！

じゃんけん大会

♪清水幹良君♪

♪三浦泰廣君♪

みんなで大合唱♪

くじ引き大会

くじ引き豪華景品多数！

岡崎東 RC ダンスユニット

世界平和を祈って…

素晴らしいパフォーマンスでした

手に手つないで～♪

ひとつ心に～♪

梅村副会長挨拶
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