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（過去 3 回の修正出席率
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【本日の卓話】

職場例会
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11/30：100％

」

12/7：100％

12/16：97.87%）

於：三菱自動車工業㈱岡崎製作所

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

【前回の会長挨拶】
あけましておめでとうございます。皆様、年末年始はいかがお過ごしでしたでしょうか。
私の方は毎年の様に１日から会社で書類の片付けなどをやっていまして、あっという間
の３日間でございました。また年末に当クラブ会員の大事な岩月さんが亡くなられまし
た。先程の息子様からのお話でもありましたが、最後までロータリークラブにご尽力い
ただきまして、生涯ロータリアンであった方だと思いました。この正月は昔を想いかえ
し、大変良くして頂いた思い出を振り返りながら過ごしておりました。３９年間ありが
とうございました。ご冥福をお祈りいたします。また改めてですが本日より新しく岡田君と神谷君に入会いた
だきました。ありがとうございます。 そして私の方もですが、前期は何かと突っ走ってきましたがあと半期、
何をすべきかをじっくりと考えて行動していきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。

【前回の卓話】

「

農業の工業化について

」大和ハウス工業㈱

副理事

吉村 守 様

当社は 1955 年創業より住宅や様々な商品を開発・販売し、高度成長期の建築・住宅
需要を支えてきました。 現在は、100 周年を迎える 2055 年までに 10 兆円の企業群
を目指すべく、国内市場のみならずグローバルマーケットを見据えた将来の人々の生活に
携わる様々な事業展開 『ア(安心) ス(スピード・ストック) フ(福祉) カ(環境) ケ(健
康) ツ(通信) ノ(農業)』を行っています。
その中で今回は「農業」についてお話いたします。 一言で農業といっても、「生産」、
「流通」、
「加工｣、
「調理」など様々な分野がある中で、私共が着目したのは「生産」です。
現在、日本の農業において課題である「食料自給率の低さ」
「就業人口の減少」、それに伴う「耕作放牧地の拡大」
を観点に、2008 年より農業生産の効率化と工業化、食料自給率の向上を図るべく当社が開発した物のひとつが、
省スペースで安心・安全な良質の野菜を簡単に栽培できるユニット式植物工場 《agri-cube（アグリキューブ）》
です。 今後もこれらの商品の研究開発・向上に努め提供していくことで食料自給率の向上、食の安全・安心の
確保・就業人口の増加。それに伴う農業・福祉との連携、最終的に街づくりや地域開発の発展につなげていける
ように努めて参りますので今後とも弊社の展開にご期待下さい。

卓話者:大和ハウス工業㈱ 吉村守様

入会式：岡田祥輝君・神谷浩君

1 月お誕生日おめでとう！

ようこそ！本日のビジター様

入会式 神谷浩君・岡田祥輝君
*****新会員プロフィール***
かみや

*****新会員プロフィール***

ひろし

氏名：神谷 浩 君
会社名：アジア産業㈱
職業分類：建設機械販売
年齢：4０歳
住所：岡崎市岩津町字川畔 58-1
推薦者：生駒尚久君/三城偉央君
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おかだ

よしてる

氏名：岡田 祥輝 君
会社名：東海労務保険事務所
職業分類：社会保険労務士
年齢：42 歳
住所：岡崎市井内町字久世 25-2
推薦者：生駒尚久君/三城偉央君

ご来訪者 岩月鋹廣君ご遺族 会葬御礼
幹事報告(安井健次君)



 １月のロータリーレートは、１ドル 114 円です。
 岡崎市美術博物館より「暮らしのうつりかわり」展開
催の案内と招待券が２枚届いています。1/27～3/25
 おかざき世界子ども美術博物館より「わくわく鉄道博
物館 2018」～鉄道模型と巨大ジオラマ～開催の案内。
 次週 1/18 は職場例会となり場所は三菱自動車工業㈱
岡崎製作所です。11:15 東岡崎駅南口集合です。
 例会変更の案内が来ています。詳しくは週報あづまを
ご覧ください。
 本日例会終了後ローレライにて、定例理事会を開催し
ます。役員理事の方はご出席をお願いします。
ビジター報告 【岡崎 RC】1 名
出席委員会
本日の出席率 92.73%(欠席 4 名)
前々回(12/16)修正出席率 9787%(欠席 1 名)
職業奉仕委員会
職場例会例会のご案内
ロータリー財団委員会
ご浄財をお願いします











ニコボックス委員会
 生駒尚久君

新年あけましておめでとうございます。
新会員の神谷君、岡田君を歓迎いたします。
 神谷浩君･岡田祥輝君 本日より入会させて頂きます。




よろしくお願いします。
野村政弘君 あけましておめでとうございます。岡田
君、神谷君の入会を心より歓迎します。
石川雅規君 来週職場例会宜しくお願いします。新会
員の岡田さん、神谷さん入会おめでとうございます。
佐野真琴君･西脇謙二君･三城偉央君･鋤柄英明君 新
年おめでとうございます。新会員の岡田さん、神谷さ
ん入会おめでとうございます。
新浪勝也君 あけましておめでとうございます。新年
早々ゴルフコンペで久々に優勝できました。
金本孝美君 おめでとうございます。本年も宜しくお
願い致します。愛逢コンサートチケットは私へご用命
下さい。
中川和弘君･長坂貴之君･杉田広喜君･杉田雄男君･手嶋
明君･三浦泰廣君･倉内充雄君･山内隆一君･鈴木公市
君･岩崎靖彦君･春名祐樹君･池田正君･小木曽進君・長
坂勲君･市川幾雄君･青山俊次君 新年あけましておめ
でとうございます。本年もよろしくお願いします。
足立汎和君 新年あけましておめでとうございます。
本年もまだ生きていますよ！
山中一君
今年も何とか出られました。
畔栁秀幸君 皆出席を喜んで（11 年） 年男の年です。
明日から娘の結婚式で台湾へ行ってきます。

１・２月の例会予定
例会予定

例会会場

1/25(木)18:00～

魚

内容

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・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

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 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

2 月 9 日（金）

安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

2 月 13 日（火）

西尾

西尾信用金庫中央支店 204 号室 11:30～12:30

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

2 月 8 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
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