45 期【No27 号】第 2147 回例会
（過去 3 回の修正出席率

2018/3/1
1/18：98.04％

1/25：98.04% 2/1：100％）

【本日の卓話】 「未来へつなげ！ぼくたち・わたしたちの形埜」

岡崎市立形埜小学校の皆様

３月は水と衛生月間（世界ローターアクト週間 3/12～3/18）です

【前回 2/22 の会長挨拶】
皆様平昌オリンピックはご覧になってますでしょうか？スピードスケートの小平奈緒さ
んのスポンサーの相澤病院の理事長は姉妹クラブの松本東ＲＣの会員だと聞きました。
そんな関係も分かってくると興味が湧き機会があれば観に行きたいと思っています。
先週の木曜日に岡崎４ＲＣの会長幹事会がありました。会の始まる前に当クラブとも関
係があります平和学園の方がお見えになり挨拶をされておりました。岡崎４ＲＣの協力
を仰ぎたい旨の話をされました。また具体的な話が出てくれば発表させていただきます。
RI に正式承認を受け「愛知三州ロータリークラブ」が設立されました。服部パストガバナーの「若い子を集め
てクラブを作りたい」との意向で実現されたそうです。岡崎ＲＣより３名移籍され 30 名程でスタートすると
の話です。チャーターナイトも３月 22 日に決まっています。私共としても密接な関係を築いていかなければ
と思っております。

【前回 2/22 の卓話】

「

年男放談

PartⅡ

」

林孝夫君・畔栁秀幸君

【林孝夫君】
私は幸田町で生まれ育ちました。地元の中学・高校を経て中京大学の工学部へと進み、卒業後に安城市の建設
会社へ 4 年間勤めた後、親の会社である『㈲サンテラス』へ入社し現在へ至ります。東ロータリーへは、池田さ
ん・生駒会長にお誘いいただき、2010 年に入会をさせていただきましたが、早いもので今年で 8 年半が経ちま
した。戸惑う事も多かったロータリー活動も、入会当時と比べ今では多少理解が深まったかと思っています。
話は変わりますが、私の趣味の一つである『旅行』について少々。私は、1990 年（当時 20 歳）に初の海外
旅行（イタリア）へ行きとても感動して以来、慰安旅行なども含め色々な国へ行きました。オーストラリア、エ
ジプト、韓国、タイ、ハワイ、中国、台湾、アメリカ、香港・マカオ、シンガポール、ベトナム・・。家は妻と
二人暮らしですが、夫婦円満の秘訣の一つとしても、この旅行は欠かせないものになっています。まだまだ知ら
ない国へ行ってみたいです。皆さん、良い情報があれば是非教えてください。
【畔栁秀幸君】
年男放談ですが入会 12 年目にして初めてさせていただきます。 今では私も中堅になり、現役先輩も優しい
方ばかりで非常に居心地が良いですが、入会当時には厳しい先輩もたくさん見えて、そこでずいぶん鍛えられた
と思います。そんな入会当初は 100 名近くいた会員数も、今では 50 数名と減少してゆく中、数年前に幹事を
させていただいた頃も含めた記憶では、会員減による運営予算が厳しい中での一部継続事業の必要性に疑問を感
じるようになりました。例えば、当初援助していた事業目的が、いつの間にか別目的に変わってしまっているな
どです。私は先ず、「ロータリーはクラブのために」、「クラブは会員のために」あるものと考える中で、このよ
うな曖昧な部分を洗い出し、精査しより良い物に変えてゆくことが今後大事だと感じています。 親子程も違う
世代間、しかも異業種の方たちが一つの会に集まり、絆を深めて楽しく活動してゆく。岡崎東 RC の中堅を担う
私はじめ、同世代の会員と共に盛り上げて今以上に楽しいロータリーライフを皆と過ごしてゆけるように頑張り
ますので、今後ともよろしくお願いします。

卓話：年男放談 林孝夫君

卓話：年男放談 畔栁秀幸君
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次年度地区委員へ委嘱状授与

ようこそ！本日のビジター

委嘱状授与【2018-19 年度地区委員】
地区ロータリー財団監査委員会 委員 野村政弘君
地区公共イメージ向上委員会副委員長 坂野 弘君
地区インターアクト委員会 委員
三城偉央君

幹事報告(安井健次君)
 マイロータリーカードが届いています。６月までのメ
ンバーカードとしてご使用ください。アレンジケース
に入っていますので、裏面の名前をご確認の上、お持
ち帰りください。
 2/22 ガバナー事務所にて第８回地区公共イメージ向
上委員会が開催され、坂野地区副委員長が出席します。
 2/24 岡崎市竜美丘会館大ホールにて西三河中分区イ
ンターシティーミーティングが開催され、生駒会長は
じめ 20 名で参加して参ります。
 豊田中ＲＣよりホームページアドレス、メールアドレ
ス変更のお知らせが届いています。
 岡崎市美術博物館より展覧会「クエイ兄弟―ファント
ム･ミュージアム」展開催の案内が届いております。
 次年度ロータリー手帳の申込み受付け期限が２/２５
です。ご希望の方はお忘れなくご記入ください。
 会員名簿用のデータを回覧いたしますので訂正があれ
ばご記入ください。
 例会変更の案内が来ています。詳しくは週報あづまを

【会議報告】

ご覧ください。
 本日、例会終了後にローレライにおいて、第 7 回創立
45 周年実行委員会が開催されます。出席対象者の方は、
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 86.42%(欠席 8 名)
前々回(2/1)修正出席率 100%(欠席 0 名)
米山奨学委員会 ご浄財ご協力のお願い
雑誌委員会 ロータリーの友 投稿のお願い

ニコボックス委員会
 生駒尚久君
 畔栁秀幸君
 林孝夫君

平昌オリンピツク楽しんでいますか？
初めて年男放談の卓話をさせて頂きます。
本日年男放談の卓話をさせて頂きます。
よろしくお願いします。
 草野信隆君 今日も元気に出席できました。
 長坂勲君・小木曽進君・中根匡規君・三城偉央君・清
水幹良君
ニコに協力します。
 岡田祥輝君 初めてニコの報告をさせて頂きます。
あづま会 西三河中分区 RC 懇親ゴルフ大会のご案内
4/6(金)さなげカントリークラブで豊田 RC ホストにより
開催されます。多数の皆様のご参加をお願いします。

「西三河中分区インターシティ・ミーティング」

平成 30 年 2 月 24 日(土)午後１時３０分より岡崎市竜美丘会館大ホールにお
いて、第 2760 地区西三河中分区 2017～18 年度インターシティーミーティン
グが開催されました。当クラブからは生駒会長始め十七名が参加されました。
今年度は、岡崎ＲＣがホストクラブとして、｢ロータリーの原点｣～ロータリー
の過去、現在を知って未来を語ろう～というテーマを掲げ、各クラブがクラブ戦略
委員会の現況報告を発表しました。当クラブからは、坂野副幹事が当クラブの分析
と課題の検討内容の報告を行いました。各クラブも様々な問題点を抱えており、ど
のような取り組みを行うことが必要であるのかを考えさせる場となりました。
その後の懇親会では、岡崎ＲＣ企画の余興に当クラブの長坂貴之君、鈴木公市
君が参加し、楽しいひと時を過ごすことができました。
参加された皆様、ありがとうございました。今後ともよろしくお願い致します。

page 2

幹事

安井健次

３月の例会予定
例会予定

例会会場

3/8(木)12:30～

内容

岡崎市竜美丘会館「501」

3/15(木)

「年男放談 PartⅢ」金本孝美君・岩崎靖彦君

定款第８条第 1 節の規定により休会

3/22(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

3/29(木)18:00～

龍城神社斎館

「河合の自然を守る」岡崎市立河合中学校の皆様
「花見親睦夜間例会」

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

3 月 6 日（火）

岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

3 月 6 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

3 月 13 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

3 月 20 日（火）

岡崎南

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

3 月 30 日（金）

安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

4 月 3 日（火）

西尾

西尾信用金庫中央支店 204 号室 11:30～12:30

4 月 4 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

4 月 6 日（金）

安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

4 月 10 日（火）

西尾

西尾信用金庫中央支店 204 号室 11:30～12:30

4 月 18 日（水）

豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

3 月 6 日（火）

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

3 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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