45 期【No33 号】第 2153 回例会
（過去 3 回の修正出席率

【本日の例会】

「

2018/4/19
3/8：100％

クラブ創立 45 周年記念式典

3/22：100% 3/29：97.92％）

」
4 月は母子の健康月間です

【前回の会長挨拶】
4 月７日(土)８日(日)に会社の慰安旅行で鎌倉･東京･横須賀というコースを回ってまい
りました。横須賀は 40 年振りに行きましたが、今回は軍港めぐりに行ってきました。
やはり米軍の原子力空母「ドナルドレーガン」は迫力がありましたが、日本の潜水艦の
数にも驚きました。時間があればもう一度行ってゆっくり話を聞いてみたいなと思いま
した。 月曜日は 13 クラブスポーツ大会へ向けてのソフトボールの練習がありました。
優勝候補!?のクラブとしては練習から気合をいれて一気団結して試合に臨みたい思いま
す。翌火曜日は 45 周年記念事業の一つで、岡崎市の才栗作業所への簡易トイレの寄贈
式がありました。そして水曜日は当クラブで支援しております河合中学校で育てたゲンジボタルの幼虫放流式
を岡崎市長ご臨席のもと乙川河川敷にて行ってまいりました。そして本日の例会という事で、私なりにですけ
どもロータリー活動に全力で取り組んでおります。 この勢いで来週の４５周年記念式典に向けて頑張ってい
きたいと思うので、宜しくお願いいたします。

【前回の卓話】

「

年男放談 PartⅣ

」

梅村順一君・鈴木圭介君

【鈴木圭介君】
私は中岡崎で生まれ育ち、地元小・中・高を経て名古屋の大学を卒業しました。そして石油商社へ就職しま
したが、こちらは入社 3 ヶ月にして体重が 6 キロ減ってしまうほどの過酷な業務内容で、同期が毎月辞めてい
く中、5 ヶ月目に東京転勤を命じられたその場で退職願を提出しました。その後、先輩の誘いで現職になる保
険会社へ面接にいきました。そこで毎晩受ける豪華な接待は、
「保険業界はこんなに儲かるのか」と勘違いする
程でした。その時の保険業界の離職率は全業種でＮｏ１。色々考えましたが、やろうと決意し３年間、恐らく
この時期は人生で一番働きました。そして２６歳で独立。２８歳で出会った他国の同業者に影響を受け、当時
日本ではマイナーな「ファイナンシャルプランナー」を独学で勉強し資格取得。現在では岡崎の“殿橋”に事
務所を構え、職員１５名程で頑張っています。近くにお越しの際は、コーヒーなど出しますので是非お立ちよ
り下さい。
【梅村順一君】
還暦を迎えた私にこのような時間を与えていただき、有難うございます。私は本宮山の麓、くらがり渓谷で
生まれ育ち、地元の小・中学校・豊橋東高校・北海道の大学と進み、その後帰郷し家業の「こんにゃく製造・
販売」を生業としています。また地元では２４歳で額田の消防団に入団。４０歳には団長を任され、ある年の
県の競技大会で準優勝をした事があり、今でも嬉しかった出来事のひとつであります。そして団も退き虚脱を
感じていた頃に、知人の誘いを受けて“岡崎東ロータリー”へ入会しました。またその後には“額田町議会議
員”に。額田町・岡崎市が合併後には“岡崎市議会議員”も務めさせていただきました。現在はロータリー精
神を大事にしながら、地域社会への貢献についても色々勉強させていただいております。６０歳は人生の華だ
と仰る先輩の教えである「気は長く、心は丸く、腹を立てず、口は慎め」を胸に頑張って参りますので、今後
とも末永くお付き合いの程、宜しくお願いいたします。

本日の卓話の梅村君と鈴木君

年男放談：梅村順一君

年男放談：鈴木圭介君
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ようこそ！本日のビジター

幹事報告(安井健次君)
【第 21 回理事会報告】
１．花見親睦夜間例会決算報告の件
１．13 クラブ親善スポーツ大会(4/29)開催の件
１．炉辺会議決算の件
１．クールビズ実施の件：今年度 5/1～6/30
１．１人１本の植樹の件：アマゾン植樹 金 30 万円
ニコボックス特別会計より支出
１．出張例会開催の件：5/31(木)19 時～Libra にて
岡崎ローターアクトクラブとの合同例会
１．出席規定の免除の件：草野信隆君
(定款第 12 条第 3 節(ａ)により 3/1～6/30)
 4/22(日)田原文化会館にて次年度のための地区ロ
ーターアクト研修協議会が開催され三城次年度青
少年委員長が出席します。
 4/24(火)誉高等学校にて第４回地区インターアク
ト委員会が開催され山内地区インターアクト委員
が出席します。
 おかざき世界子ども美術博物館より「かいけつゾロ
リ大冒険展」開催案内と招待券が届いております。
ご興味のある方は幹事または事務局まで。
 次週 4/19 は竜美丘会館大ホールにて創立 45 周年
記念式典を開催します。ご協力宜しくお願いします。
 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。
 本日例会終了後に第 9 回創立 45 周年実行委員会を
開催します。対象者の方はご出席をお願いします。

 4/26(木)例会終了後、次年度第 1 回クラブアッセ
ンブリーを開催します。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 98.08%(欠席 1 名)
前々回(3/29)修正出席率 97.92%(欠席 1 名)

ニコボックス委員会













副幹事報告(坂野弘君)
 4/15(日)ホテルナゴヤキャッスルにて 2018-19
年度地区研修協議会が開催されます。出席対象者の
方はご出席をお願いします。



生駒尚久君 ソフトボール大会練習ご苦労様でした。
坂野弘君
地区研修協議会が日曜日にありますの
でよろしくお願いします。その後の懇親会もあります。
市川幾雄君 先週行われた西三河中分区ゴルフ大会
に於いて 71 位賞（ガバナー賞）を頂きました。
山中一君
会員名簿ありがとうございました。
新浪勝也君 あずま会で優勝させて頂きました。
鈴木圭介君 本日卓話をさせて頂きます。
春名祐樹君 西脇さん、鋤柄さん、生駒組社員の皆様、
お店に来て頂きありがとうございました。
西脇謙二君 生駒さん、先日は大変お世話になり、あ
りがとうございました。
小出一輔君 小林さん、酒井さん、伊賀ではお世話に
なりました。
鈴木公市君 西三河中分区ゴルフ大会楽しませて頂
きました。ありがとうございます。
清水幹良君 先週のゴルフ大会で久しぶりにバーデ
ィがとれました。
長坂貴之君 先日ソフトボールの練習に初参加。体が
まだ痛いです/来年４月にダンス公演用の劇場を取る
事ができました。これから構成、演出、考えます。生
みの苦しみです。
長坂勲君
ニコに協力します。

４・５月の例会予定
例会予定

例会会場

4/26(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

5/3(木)

法定休日のため例会休会です

5/10(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

5/17(木)12:30～

西光寺

5/20(日)

京都方面

5/31(木)19:00～

岡崎市図書館交流プラザ
「Libra」

内容
「年男放談 PartⅤ」中根匡規君・鈴木公市君

「全員協議会」山内隆一君・池田正君
「拝観例会」西光寺住職 成田敏圀様(岡崎東 RC 名誉会員)
「日帰り親睦家族例会」
（5/24 の例会変更）
「出張例会」岡崎ローターアクトクラブとの合同例会

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

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

4/30～5/4
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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

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

内容

あづま会

未定

未定

定例会

ひよどり会

5 月 10 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

【活動報告】岡崎東 RC 創立 45 周年記念事業「男性用トイレ」贈呈式

記念事業委員長

野村政弘

当クラブの創立 45 周年記念事業の一環として岡崎市に男性用トイレを寄贈しましたが、さる 4 月 10 日(火)
午前 9 時より設置場所の才栗作業所で贈呈式を執り行いました。
当クラブより生駒尚久会長を始め、山内隆一創立 45 周年実行委員長、実行委員会メンバーの畔柳秀幸、酒井
賢、坂野弘、近藤金作、宇野弘隆の各君及び私野村政弘の 8 名が出席、先方は加賀時男理事長を始め、山本真
栄美指導員、小西幸三班長、従業員多数が出席しました。
贈呈式は、野村の司会進行のもと開会の言葉(畔栁秀幸)から始まり、出席者紹介(山内隆一)、会長挨拶(生駒尚
久)、目録贈呈(生駒尚久、加賀時男)、テープカット(生駒尚久、山内隆一、加賀時男、山本真栄美、小西幸三)、
寄贈プレートの貼付(生駒尚久)、謝辞(加賀時男、従業員代表山本勇夫)、閉会の言葉(宇野弘隆)と滞りなく執り
行われ、最後に出席者全員で記念写真を撮影しました。
男性用トイレを設置したことで、作業所の就労環境の向上が期待できます。
なお、当日はミクスを始め、中部経済新聞社、東海愛知新聞社の取材を受けました。

【活動報告】第５１回

岡崎ゲンジボタル幼虫放流式

社会奉仕委員長 宇野弘隆

4 月 11 日第 51 回岡崎ゲンジボタル幼虫放流式が雨の心配される中、岡崎市茅原沢神明宮前男川河川敷で無
事放流まで行われました。昨年も参加した生駒会長は昨年行われた泰梨町乙川河川敷に行かれたようで、誰もい
ないのを見て慌てて確認し会場に駆けつけられました。調べてみると、男川と乙川交互に開催しているそうです。
式には岡崎市長、市議会議長、教育監、泰梨保育園、生平小、泰梨小、河合中、岡崎ゲンジボタル保存会の
皆さんに加えて、我々同様助成している岡崎中央ライオンズさん（保存会への助成）も出席されていました。放
流では、幼虫とえさとなるカワニナを流しましたが、今年は幼虫が 60 匹ほどしか生育できずカワニナだけの放
流の方も見えました。また、大雨が降ると流れてしまうので心配だなという声も保存会の方から聞こえてきまし
た。しかし、その夜一時かなり強く降ったので大丈夫だったか心配です。ぜひ、6 月には美しいホタルの乱舞が
見られることを祈りたいものです。
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【岡崎東ロータリークラブ 45 年のあゆみ】
年度

創立 昭和 48 年 4 月 20 日／承認 昭和 48 年 5 月 2 日
スポンサークラブ：岡崎ＲＣ／特別代表：故 中西正雄

会長・幹事

主な行事

第 1 年度

水越政雄・杉浦章平 岡崎東ロータリークラブ創立 認証状伝達式

第 2 年度

鈴木健友・山崎 博 岡崎東公園植樹（一周年記念）

第 3 年度

大竹一三・荻野銀一 Ｉ.Ｇ.Ｆホスト

第 4 年度

杉山 正・荻野銀一 Ｇ.Ｓ.Ｅ受け入れ

第 5 年度

宇野俊夫・中根昌樹 【創立 5 周年】

第 6 年度

小林仁三・野村正昭 岡崎 9 クラブソフトボール大会ホスト

第 7 年度

杉浦章平・杉田史良 青少年交換受け入れ・送り出し

第 8 年度

鈴木 清・三浦敏正 青少年交換受け入れ・送り出し

第 9 年度

柴田明正・三浦敏正 人間ドック検診・障がい者招待体験飛行

第 10 年度

落合鎌市・本多三雄 【創立 10 周年】

第 11 年度

鈴木舜二・鳥山和久 岡崎軟式野球大会旗贈呈

第 12 年度

中根昌樹・草野信隆 三河第二分区代理 宇野俊夫

第 13 年度

荻野銀一・鈴木郁雄 ロータリー財団奨学生 黒川修二君 米国派遣

第 14 年度

成田敏圀・永田和氐 姉妹クラブ締結 松本東ロータリークラブ / 市制 70 周年記念

第 15 年度

野村久光・足立汎和 【創立 15 周年】 Ｗ.Ｃ.Ｓ協力

第 16 年度

野村正昭・岩月鋹廣 Ｗ.Ｃ.Ｓ協力

第 17 年度

三浦敏正・水野恒彦 Ｗ.Ｃ.Ｓ協力 /社会奉仕「めばえの家」に備品寄贈

第 18 年度

本多三雄・鈴木啓允 地区協議会ホスト/米山奨学生 河宗根君受入

第 19 年度

榊原俊行・加藤清一 青少年交換留学生受け入れ・送り出し

第 20 年度

齋藤洋一・宇野 宏 【創立 20 周年】光ヶ丘女子高等学校ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ創立/RYLA ｾﾐﾅｰホスト

第 21 年度

岡田全巨・手嶋 明 西三河第一分区代理 成田敏圀君/ＩＭホスト

第 22 年度

神尾英雄・小野文憲 青少年交換留学生送り出し/西三河第一分区ゴルフ大会ホスト

第 23 年度

草野信隆・河内廣行 青少年交換留学生･ロータリー財団奨学生派遣/米山奨学生 周兆良さん受入

第 24 年度

永田和氐・橋本義紀 ＲＣＣ設立／米山奨学生 周兆良さん受入

第 25 年度

足立汎和・原田耕平 【創立 25 周年】米山奨学生 文元振君受入

第 26 年度

畔栁寛次・西村雄司 RCC 第 1 回少年野球大会開催/岡崎軟式野球協会放送施設寄贈/文元振君受入

第 27 年度

岩月鋹廣・井田隆夫 米山奨学生 文元振君受入/インターアクト地区協議会ホスト

第 28 年度

長坂 勲・小木曽進 Ｗ.Ｃ.Ｓアマゾン植林協会協力/米山奨学生 コン･ティリ君受入

第 29 年度

水野恒彦・月東紀明 西三河中分区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐足立汎和/ＩＭホスト/ＧＳＥ受入/RCC 長瀬楽人会/R 財団奨学生

第 30 年度

小野文憲・池田 正 【創立 30 周年】米山奨学生 金教政君受入/西三河中分区ゴルフ大会ホスト

第 31 年度

杉田雄男・岩月春樹 例会場･事務局移転/米山奨学生 金教政君受入/ＲＩ国際大会(大阪)参加

第 32 年度

原田耕平・市川幾雄 ＲＩ100 周年記念事業 おおだの森記念植樹/米山奨学生 ｸﾞｪﾝﾀｲｽﾞｲ君受入

第 33 年度

深田昭彦・深津幸雄 米山奨学生 ｸﾞｪﾝﾀｲｽﾞｲ君受入/同好会ひよどり会創設

第 34 年度

井田隆夫・足立信雄 米山奨学生 鄭丞媛さん受入

第 35 年度

神谷武之・浅岡謙治 【創立 35 周年】米山奨学生 鄭丞媛さん受入

第 36 年度

手嶋 明・仙波 泉 カンボジア ティタゴイ小学校支援

第 37 年度

山内隆一・小林清文 小学校閉校記念植樹/米山奨学生 姜京男さん受入

第 38 年度

杉山正章・柴田健吉 西三河中分区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 杉田雄男/ＩＭホスト/米山奨学生 姜京男さん受入

第 39 年度

小木曽進・三浦泰廣 西三河中分区ゴルフ大会ホスト/米山奨学生 姜京男さん受入

第 40 年度

市川幾雄・野村政弘 【創立 40 周年】岡崎 13 クラブ親善スポーツ大会ホスト

第 41 年度

青山俊次・畔栁秀幸 米山奨学生 侯利明君受入/おおだの森環境整備事業着手/継続事業の再検討

第 42 年度

三浦泰廣・近藤金作 インターアクト年次大会ホスト/米山奨学生 侯利明君受入/岡崎平和学園支援

第 43 年度

浅岡謙治・稲垣 寿 地区大会ホスト/市制 100 周年記念桜植樹事業(岡崎 4ＲＣ合同)

第 44 年度

小林清文・酒井 賢 ロータリー財団 100 周年記念行事 ロータリーデー開催(岡崎平和学園)
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