45 期【No30･31 号】第 2151 回例会
（過去 3 回の修正出席率

【本日の卓話】

「

全員協議会

2018/4/5
2/8：100％

」

2/22：100% 3/8：100％）

クラブ創立 45 周年記念式典全体会議Ⅲ
4 月は母子の健康月間です

【前々回 3/22 の会長挨拶】
最近天候が不順で私の体調もあまり優れておりません。体がだるかったり微熱があったり、
風邪なのかインフルエンザなのか、現在予防接種している関係で曖昧な状態です。また今
度は歯が痛くて、明日南先生の所で診てもらおうかと思っております。その天気とは裏腹
に新聞・テレビを見ておりますと、モリカケ問題が大変話題になっております。事実がど
こにあるのか中々分からないのですけれど、事件が起きてからやっと国民の目に届く事が
多いです。行政と政治の関係が浮き彫りになってきて、私も興味があり毎日見ております。
行政が悪いとか政治が悪いとかいう問題ではなくて、一番大事なのは国民が関心を持つことではないでしょう
か。このような忖度というのは昔からあることで、国民が知らない所では当たり前の様にあったのかと思いま
す。正しい事を国民もじっくり見極めていかないといけない、これは私達ロータリアンに関してもそうだと思
います。昔は良かったが今の状況には合わなくなってきている事。奉仕の形も変化していかないとクラブとし
ての存在感も薄れてしまうのではないかと。今後 50 年・100 年と続けていく為には、良い所はしっかり残し
て、変化するところはする。そんな形でやらなければいけないという気がします。

【前々回 3/22 の卓話】

「

河合の自然を守る

」

岡崎市立河合中学校の皆様

今日は『自然科学部の活動』と、
『生徒会の取組み』について発表します。
【自然科学部の活動について】例年に続いて、4 月半ばにゲンジ蛍の餌になる『カワニナ』の稚貝をできるだけ
たくさん採取しました。それを与え、翌年 4 月の終齢幼虫まで育てて学区の各地へ放流します。ある時期（夏
場）に水温上昇の為か、生存率が下がったので保存会の援助でホタル飼育室にエアコンを設置しました。設置
前は 30℃あった水温も、設置後は 25℃を示していたので効果があるものと思います。例年と比べて、生存率
がどのようになるか楽しみです。
【生徒会の取組みについて】岡崎市の例年行事である生徒市議会へ出席して『ホタル保護を河川美化につなげた
い』と提案したことで、環境部から「素晴らしい」と評価されました。つづいて、乙川河川敷の竹林伐採を行
いました。また去年に引き続き、『河合ホタルサミット』を開催し、保護活動内容と「身近な自然環境に興味
を抱き、学び調べること」
「協力すること」
「継続を心がけること」を発表しました。昭和 41 年から始めたホ
タルの保護活動も 50 年を越え、昨年「岡崎市ゲンジボタル河合保存会」は岡崎市から教育文化賞をいただき
ました。この半世紀にわたって行ってきた活動により、ホタルの自然発生を広範囲で見られるようになってき
た事や、それにより地域の方々の環境保全意識向上による、河川の環境改善が成果としてあげられます。今後
はホタル自然発生環境維持をもっと考えて、全校体制で環境保護を呼びかけること。学校と地域保存会の連携
が強まってきているので、それぞれの得意分野を活かして活動を拡げること。「ホタルを生かすことによって
川を生かす。川を生かすことによって人が生きられる」。この合言葉を胸に、これからも保存会の皆様と協力
して環境保護をしていきたいと思います。

卓話：
「河合の自然を守る」

ゲンジボタル保護育成活動報告

幹事報告(安井健次君)
 3/22(木)18:30～葵丘において愛知三州ＲＣ国際ロ
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生駒会長より助成金の授与

岡崎市立河合中学校の皆さん

ータリー加盟承認伝達式、並びにチャーターナイトが
開催され、生駒会長･幹事安井が出席します。

 おかざき世界子ども美術博物館より、第 30 回リトル
アーティスト展開催の案内･招待券が届いております。
 次週 3/29 は花見親睦夜間例会となります。午後６時
より龍城神社斎館での開催となりますので、お間違え
のないようによろしくお願いします。
 例会変更の案内が来ています。詳しくは週報あづまを
ご覧ください。
 本日例会終了後、第８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 ありません
出席委員会
3/22 の出席率 90.57%(欠席 5 名)
前々回(3/1)修正出席率 100%(欠席 0 名)
親睦委員会 花見親睦夜間例会のご案内
米山奨学委員会 ご浄財をお願いします。

ニコボックス委員会
 足立汎和君
 杉田広喜君
 岩崎靖彦君







孫が志望校に合格しました。
河合中学校の皆さんを歓迎します。
河合中学校自然科学部の皆さんお願いし
ます。あずま会ハンディのおかげで優勝できました。
新浪勝也君 １回お休みしてしまいました。その間
色々な事がありました。足立先生お世話になりました。
小林清文君 岡崎女子短大の外部評価員の件で中日新
聞と東海愛知新聞に写真が載ったようです。
三浦泰廣君 良い季節になりました。
長坂貴之君 先日、白バイに捕まりました。信号が赤
と黄のはざまでした。これから気をつけます。
神谷浩君
久しぶりにニコします。今日、車のタイ
ヤがパンクしました。
長坂勲君･清水幹良君 ニコに協力します。

【前回 3/29 の会長挨拶】
今日は花見例会という事で龍城神社斎館の方で行わせてもらっています。一年で一番いい
日に会場をお借りすることが出来ました。また桜の開花の良いタイミングで開催出来るの
もひとえに親睦委員会さんのおかげだと思っております。今年は急に暖かい日が続いてお
りまして、残念ながら桜も今週末には散り始めてしまうのではないでしょうか。しかしな
がら本日は歌のゲストとして若渚さんにお越し頂いております。大変良い歌声が聞けると
伺っておりますので、皆さんも楽しんで聴いていって下さい。

【前回の例会】

「

花見親睦夜間例会

page 2

」

～ 龍城神社斎館～

 青山俊次君･浅岡謙治君･朝倉清陽君･池田正君･石川雅

ビジター報告
出席委員会

3/29(サイン受付)27 名
3/29 の出席率 79.17%(欠席 10 名)
前々回(3/8)修正出席率 100%(欠席 0 名)

規君･岩崎靖彦君･宇野弘隆君･梅村順一君･岡田祥輝
君･小木曽進君･加藤和志君･金本孝美君･神谷浩君･倉
内充雄君･黒井克宣君･近藤金作君･佐藤寿行君･佐野真
琴君･酒井賢君･三城偉央君･清水幹良君･鋤柄英明君･
杉田広喜君･鈴木公市君･手嶋明君･中川和弘君･中根匡
規君･長坂勲君･長坂貴之君･西脇謙二君･野村政弘君･
林孝夫君･坂野弘君･三浦泰廣君･安井健次君･山内隆一
君 ニコに協力します。

ニコボックス委員会
 生駒尚久君
 新浪勝也君

若渚さん、ようこそいらっしゃいました。
愛馬が今月２勝することができました／
デムーロさんのサイン付ゼッケンをいただきました／
娘が無事大学に入学が決まりました。

3 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

3月

\0

\4,554

\0

\4,309

\74,000

今年度累計

\538,400

\35,185

\889,200

\31,071

\759,500

4 月の慶祝
会員誕生日

おめでとうございます

足立汎和君(S12.4.2)

鋤柄英明君(S43.4.3)

本田康英君(S38.4.26)

池田

奥様誕生日

正君(S14.4.27)

橋本義紀君 道子様(4.10) 柴田敏光君 美智子様(4.16) 小出一輔君 光恵様(4.21)

おめでとうございます

浅岡謙治君(S53.4.2)

鋤柄英明君(H９.4.6)

原田耕平君(S44.４.19)

坂野

入会記念日

山内隆一君(S20.4.26)

おめでとうございます

坂野弘君 眞由美様 (4.6)
結婚記念日

小出一輔君(S43.4.11)

鈴木圭介君(H９.4.11)

中川和広君(S58.4.17)

弘君(S61.4.20)

おめでとうございます

原田耕平君(S59.4.12)

石原靖増君(S59.4.19)

本田康英君(H18.4.27)

宇野弘隆君(H20.4.3)

南

石川雅規君(H22.4.1)

金本孝美君(H24.4.5)

岩崎靖彦君(H24.4.5)

鉉君(H22.4.1)

皆出席

おめでとうございます（3 月入会者）

加藤和志君（6 年）

4 月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

4/5(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Ⅲ

4/12(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「年男放談 PartⅣ」梅村順一君・鈴木公市君

4/19(木)15:00～ 岡崎市竜美丘会館「大ホール」 「クラブ創立 45 周年記念式典」
4/26(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「年男放談 PartⅤ」鈴木圭介君・中根匡規君
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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

4 月 6 日（金）

安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

4 月 6 日（金）

西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30

4 月 9 日（月）

刈谷

刈谷商工会議所３階事務局 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 13 日（金）

安城

定款により休会

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

4 月 20 日（金）

西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30

4 月 23 日（月）

豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

4 月 25 日（水）

碧南

碧南商工会議所 1 階事務室 11:30～12:30

全クラブ

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

5 月 8 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

5 月 9 日（水）

豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

5 月 15 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

5 月 22 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

5 月 22 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

5 月 23 日（水）

岡崎

岡崎竜美丘会館 11:30～12:30

5 月 23 日（水）

知立

ホテルクラウンパレス知立 501 号室 11:30～12:30

4/30～5/4

同好会便り
同好会

開催予定日

あづま会

4 月 6 日(金)

さなげ CC

ひよどり会

4 月 12 日(木)

チャーム

写楽会

場所

内容
定例会（兼西三河中分区懇親ゴルフ大会）
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

♪♪ ＡＺＵＭＡ 気まぐれグルメコーナー ♪♪

第 10 回

三城偉央君

鰻の「桝八川魚商店」
１号線沿いにある創業 100 年を越えた老舗の鰻屋さんです。 頑固そう
な親父さんが店先で焼いている姿を見た方も多いのでは？ 店の奥では
座敷があり落ち着いた雰囲気で食事が出来ます。基本うな丼 2000 円の
みですが 300 円追加でうな重になります。見た目ほど味が濃くなく身も
厚く良い焼き加減で大変美味しいです。どじょうの蒲焼きもありテイク
アウトも良く出るお店ですが、三河鰻店の中ではかなり上位に入るので
はと思います。
住所：岡崎市中岡崎 1-18
営業時間：11:00～14:00
）
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TEL0564-21-0694 日曜・月曜日休み
テイクアウトのみ 10 時～17 時

