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1 月は職業奉仕月間/追悼記念週間(1/27 を含む一週間)です 
 

ぁ 

【前回の例会】   「   半期を振り返って   」  会長 生駒尚久君/幹事 安井健次君 

【生駒会長】例会での挨拶ですら毎回当日まで頭を悩ませている私に「半期を振り返る」という余裕はないですが、

そんなこの半年の出来事で一番印象に残っているといえば松本東ロータリークラブへの訪問だと思います。遠

いクラブへの訪問は普段行ける機会もないですが、例会に伺った際には本当に誠心誠意の歓迎をしていただい

たなぁという印象を受けました。 私共の 45 周年記念事業の折には、それに負けないくらいしっかりとお返

ししないといけないと思います。7 月の所信表明に始まり 8 月の長瀬楽人会。9 月は菅生川一斉清掃、10 月

11 月の出張例会、そして親睦家族例会と、ここまでの活動も各委員会のサポートがあっての事ですが、何と

いっても事務局さんですね。本当に今までの事など良く知っておられ、困ったこと等を尋ねれば大抵の事は分

かるんですよね。いつも頭が下がります。 あと半期、皆さんにご迷惑を掛けないようしっかり、また楽しく

やっていきたいと思います。至らない点もあると思いますが、その時はご指導の程よろしくお願いいたします。 

【安井幹事】皆様のご協力のおかげで、大きなトラブルも無く過ごしてこられた事に感謝申し上げます。 幹事と

してこの半年間、自分なりに精一杯やってきたと思いますが、力不足のところもあり皆様に負担やご迷惑をか

けた事を反省しながらも、より円滑な事業遂行を考えて前に進んでゆこうと思います。 来期も数多くのクラ

ブ事業が続きます。クラブ運営に関しましては、皆様のサポートが必要不可欠だと思っています。様々な事を

お任せ、お願いする事になるとは思いますが、引き続きのご協力をお願いいたします。  

 
会長 生駒尚久君 

 
幹事 安井健次君 

 
佐野 RAC 委員長と岡崎 RAC 齋藤様 

 
ようこそ！本日のビジター様 

ご来訪者 【岡崎ローターアクトクラブ】齊藤清美様  

10/29(日)チャリティーバザーのご報告 
幹事報告(安井健次君)  

【第 15 回理事会報告】 

1.新春親睦夜間例会開催の件：1/25(木)魚清 

1.職場例会開催の件：1/18(木)三菱自動車岡崎製作所 

1.次年度地区委員会出向の件：公共ｲﾒｰｼﾞ向上 坂野弘君 

ﾛｰﾀﾘｰ財団監査委員会 野村政弘君 

インターアクト委員会 三城偉央君 

1.西三河中分区ＩＭ発表の件：クラブ戦略委員会坂野弘君 

【前回 12/21 の会長挨拶】 

本日は今年最後の例会となりました。お顔を拝見しておりますと先輩方にもたくさん来て頂

きまして、いつもの会場の雰囲気もだいぶ違って見えます。本当にありがとうございます。

さて先日ですが家族例会がありました。素晴らしい企画で大変楽しむことが出来ました。親

睦委員会さんに関しては、少ない人数であれだけの内容の中、準備も大変だったのではない

かと思います。ダンス・手品・カラオケが有り、最後のミュージカルの様な劇はよくぞ思い

ついたなと感心いたしました。こういう楽しい例会が出来ていく事で、仲間も増えていく要

因になっていくのではないかと思います。それとここ数日大変寒いですね。私もインフルエンザの予防接種に

いってきましたが、社員には早く行って来いと言いつつも一番自分が最後になってしまいました。最近ラジオ

でも北野誠が「インフルエンザは自分の為にするものではなく、周りに移さない為に予防接種をして下さい」

と言っておりました。また古事談食事会の際にも、その中で体調の悪い方がいる時には、厳しい言葉ですが「周

りの方にインフルエンザを移さない為にもお帰りいただきませんか？」と伝えとるそうです。皆さんもお正月

休みに体調を崩されないようにご自愛頂きたいと思います。 

45 期【No21 号】第 2141 回例会                       2018/1/11 

 （過去 3 回の修正出席率 11/16：100% 11/30：100％ 12/7：98.15％） 

【本日の卓話】              
「  農業の工業化について  」 
    大和ハウス工業㈱本社経営管理本部 農業事業推進室 副理事 吉村 守 様 
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1.会員候補者推薦の件：全会員通知 

1.正会員退会届承認の件：柴田健吉君 12/31 退会 

1.光ヶ丘女子高等学校「クリスマスページェント」祝儀贈

呈の件：金１万円 

1.中部経済新聞 広告掲載の件：10,800 円 

1.第 46 回岡崎市民美術展の後援及び賞の交付の件：賞状

１枚 盾代 5,000 円 

1.事務局年末年始休暇の件：12/27～1/8 

【第１６回理事会報告】 

1.会員候補者最終承認の件  以上につき承認されました。 

 次週 12/28(木)、翌年１/４(木)は定款第８条第１節に

より休会です。新年 1/11(木)が例会となります。お間

違えのないようにお願いします。 

 12/27～1/8 事務局はお休みとなります。事務局の利

用または緊急のご連絡は幹事の安井までお願いします。 

 年末年始の例会変更のご案内が参っております。詳し

くは週報あづまをご覧ください。 

 本日例会終了後、第５回創立 45 周年実行委員会を開

催します。出席対象者の方はご出席をお願いします。 

副幹事報告(坂野弘君)  
 12/7 次年度第 1 回理事会におきまして SAA に小林

清文君が選任されました。 

ビジター報告 【岡崎 RC】1 名 

出席委員会   本日の出席率 87.04%(欠席 7 名) 

前々回(12/7)修正出席率 98.15%(欠席 1 名) 

親睦委員会   年忘れ親睦家族例会の御礼並びに 

4/29(祝)13 クラブ親善スポーツ大会のご案内 

米山奨学委員会   ご浄財をお願いします 

雑誌委員会   ロータリーの友記事のご紹介 

ニコボックス委員会  
 岡崎ローターアクトクラブ社会奉仕委員長 齊藤清美

様 本日はチャリティーバザー例会の御礼とご報告に

伺いました。よろしくお願い申し上げます。 

 生駒尚久君 先週の家族例会、皆様ご苦労様でした。 

 安井健次君 半期ありがとうございました。あと半期

よろしくお願い致します。 

 小木曽進君･小林清文君 生駒丸後半も頑張って下さい。 

 野村政弘君 先日の年忘れ親睦家族例会で、はからず

も１等賞をいただきました。またカラオケに割り込み

ましてすみませんでした。１３クラブスポーツ大会が

ソフトボ―ルに決定しました。来年の４月２９日(日)

を目指して自主トレを開始しましょう。 

 浅岡謙治君 親睦委員長杉田君･委員の皆様楽しい企

画ありがとうございました。生駒会長･安井幹事、前期

ごくろう様でした。後期も頑張って下さい。 

 長坂貴之君 先日の家族例会 夫婦でダンスをさせて

頂き感謝しています。バグズアンドイーストのメンバ

ーの皆さん、練習の成果が出せたと思います。また本

番を盛り上げて頂いた皆さんありがとうございました。 

 池田正君  年忘れ家族例会の世界平和の寸劇と若き

ダンサーの踊りに感激。 

 南鉉君 長坂貴之さん、ダンスの指導ありがとうござ

いました。 

 杉田広喜君 親睦家族例会参加して頂き、誠にありが

とうございました。 

 南鉉君･西脇謙二君 世界が平和であります様に。 

 山内隆一君･佐野真琴君･坂野弘君･鈴木公市君･青山俊

次君 家族例会楽しかったです。有難うございました。 

 長坂勲君 年寄り夫婦で住む家が完成しました。 

 宇野弘隆君 光ヶ丘へのカンパ42,000円ありがとう

ございました。日曜日は現地で応援してきます。 

 朝倉清陽君 本日は司会をさせていただきます。 

 黒井克宣君 カレンダーお使い下さい。 

 倉内充雄君 先日の家族例会では皆様にニコにご協力

頂きましてありがとうございます。 

 清水幹良君 日々の幸せを心から家族に感謝して。 

 近藤金作君 皆出席を喜んで。（10 年） 

 鋤柄英明君 ニコに協力します。 

 河内千栄子君 年忘れ家族会大変楽しかったです。杉

田親睦委員長はじめ委員会の皆様有難うございました。 

 

１・２月の例会予定 

例会予定 例会会場 内容 

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」 

2/1(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「全員協議会」クラブ創立 45 周年記念式典全体会議Ⅱ 

2/8(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「年男放談 PartⅠ」野村政弘君・梅村順一君・生駒尚久君 

2/15(木) 定款第８条第 1 節の規定により休会 

2/22(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「年男放談 PartⅡ」金本孝美君・畔栁秀幸君 

 

1２月の DONATION 

 ロータリー財団 財団小銭寄付金 米山奨学会 米山小銭寄付金 ニコニコ BOX 

1２月 \10,000 \5,449 \10,000 \5,947 \95,000 

今年度累計 \516,000 \33,184 \774,200 \27,612 \581,500 
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同好会便り 

同好会 開催予定日 場所 内容 

あづま会 3 月 15 日(木) ザ・トラデション GC 定例会 

ひよどり会 1 月 1１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 

♪♪ ＡＺＵＭＡ 気まぐれグルメコーナー ♪♪    第８回  西脇謙二君 

  

酔喰処「亜鹿猪～珍（アカチョウチン） 」  
このお店は名古屋にあるのですが、「パクチー」が大好きな方なら是

非一度行ってみてください。サラダ･カルパッチョ･天ぷら･カレー･

お酒･･･どんな物にもパクチーがモリモリです。カウンターと座敷が

ありますが、人気のお店なので行かれる方は予約をお勧めします。 
 

住所：名古屋市中区栄 4-5-16 ｷｬｯｽﾙ観光ﾋﾞﾙＢ１Ｆ  TEL：052-684-4567 

営業時間： 17:00～24:00    休日： 日曜・祝日 

 

１月の慶祝 

会員誕生日  おめでとうございます  

南 鉉君（S44.1.6） 青山俊次君（S17.1.9） 岩崎靖彦君（S45.1.11） 草野信隆君（S13.1.15） 

石川雅規君（S38.1.18） 中根匤規君（S45.1.19） 杉田広喜君（S37.1.27）  

奥様誕生日  おめでとうございます  

山内隆一君 みほ子様(1.1) 石原靖増君 慶子様(1.6) 宇野弘隆君 美和様 (1.7) 加藤和志君 真奈美様(1.17) 

中根匤規君 有子様(1.23) 足立憲彦君 恵様(1.24) 朝倉清陽君 尚代様(1.28)  

結婚記念日  おめでとうございます  

新浪勝也君 (S63.1.16) 市川幾雄君 ( S47.1.23) 足立憲彦君 ( H2.1.26)  

入会記念日  おめでとうございます  

池田 正君 ( H2.1.11) 野村政弘君 ( H11.1.28) 酒井 賢君 (  H19.1.18) 坂野 弘君  (H20.1.10) 

西脇謙二君  (H26.1.16)    

皆出席  おめでとうございます（12 月入会者）  

畔栁秀幸君 (11 年)    

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 

1 月 12 日（金） 西尾 KIRARA 西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30 

1 月 15 日（月） 刈谷 刈谷商工会議所３階事務局 11:30～12:30 

1 月 17 日（水） 岡崎 岡崎竜美丘会館 11:30～12:30 

1 月 23 日（火） 豊田中 名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00 

1 月 24 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 24 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 

1 月 26 日（金） 安城 碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30 

1 月 29 日（月） 豊田三好 三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15 

1 月 31 日（水） 碧南 碧南商工会議所 1 階事務室 11:30～12:30 


