45 期【No35 号】第 2156 回例会
（過去 3 回の修正出席率

【本日の例会】

「

拝観例会

」

2018/5/17
4/5：100%

4/12：100% 4/19：100%）

西光寺住職 成田敏圀様（岡崎東ＲＣ名誉会員）
５月は青少年奉仕月間です

【前回の会長挨拶】
久しぶりに当会館での例会の様な気がします。 まず一番最初に話したいのが皆さんもご承知の通り、会員の
草野さんがお亡くなりになられた事であります。大変な事でして私も動揺しております。今ここから見まして
も、いつも草野さんが座っておられる場所がぽつんと空いておるのを見ますと、大変寂しい気持ちになります。
少し前から体調を崩しておられて、私も伺っておりましたが会えないような状況でした。本当にこのような事
になりまして言葉もありません。ただロータリーの仲間として出来ることがあれば、何らかの形でしていけれ
ばいいなと思います。話は変わりますが、連休前のソフトボール大会に選手で出られた方々、大変ご苦労様で
した。２日間の練習の中であれだけの試合が出来るとは感心致しました。もう一回練習が出来ていれば勝てた
ような気がします。昨年よりも盛り上がったのではないでしょうか。出来れば来年こそ優勝して念願のユニホ
ームを手に入れたいなと思います。私が出たら大変な事になると思いますが、私達の年代の方も良く動けるな
と思いました。体力も然ることながら「技」がありますね。また若い会員も勧誘していただいて、もう少し強
化を図って、来年こそ期待しておりますのでよろしくお願いします。

【前回の卓話】

「

全員協議会

」

山内隆一君・池田 正君

クラブ創立４５周年記念式典報告
実行委員長
山内隆一君
先ずは１２名の実行委員長はじめ、各委員会の皆が本当にしっかり協力・行動してくれたおかげで、盛大な式典
を行えた事に感謝を申し上げます。 近年の式典の傾向としては、「５」の付く年は自粛する流れも多くなって
きていますが、私個人の考えとしては、多少規模を縮小しても執り行うべきであると考えます。 今回の式典の
目玉でありました、姉妹クラブの松本東ＲＣとの交歓会では、北澤会長（松本東ＲＣ）からも「来年の当クラブ
３５周年記念式典は行わないが、岡崎東ＲＣとの交歓会は設けます」とお話しをいただきましたので、その折に
は大勢の会員で松本へ行き「姉妹提携とはなにか」という事を感じていただき、来る５０周年には今ここにいる
皆でしっかり盛り上げていきたいと思います。
大西で生まれた「バッケリングゴルフ」
池田正 君
競技内容： 対象年齢は子供からお年寄りまでどなたでも（９０歳の方も参加実績あり）参加可能で、１ｍ四方
の人工芝の上にバケツを１つ置き、３ｍ～６ｍ離れた場所から規定の数のお手玉を投げ、その結果に応じた点数
を記録して合計スコアを競います。ゲーム種類としてホール数に応じて一斉に行える「ボウリング式」と４人１
パーティで各ホールをまわる「ゴルフ式」があります。また、４０人くらいの参加者が集まれば競技に連動して
「ビンゴゲーム」も行えるので、競技者以外の方も楽しむことが出来ます。
天候に左右されず大人数で行えるので、こども会・町内会・老人会などのレクリエーションに最適です。 ご興
味のある方はいつでもお尋ねください。

本日の卓話の山内隆一君と池田正君

おめでとう！5 月お誕生日の皆様

ご来訪 岡崎ローターアクトクラブ

ようこそ！本日のビジター

 5 月のロータリーレートは 1 ドル 108 円です。
 5/11(金)新旧合同地区青少年奉仕関連委員会が開催
され三城次年度地区インターアクト委員が出席します。
 5/16(水)第２回地区内クラブ社会奉仕委員長会議が

黙 祷 故 草野信隆君のご冥福をお祈りします
ご来訪者 岡崎ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ次年度会長 盧 こう様
次年度幹事 中谷ちひろ様

幹事報告(安井健次君)
page 1








開催され宇野社会奉仕委員長が出席します。
次週 5/17 の例会は西光寺での拝観例会となります。
次次週 5/24 の例会は例会変更となり 5/20(日)日帰
り親睦家族例会の開催となります。
次々週 5/31 の例会はリブラにて岡崎ＲＡＣとの合同
夜間出張例会となります。
例会変更の案内は詳しくは週報あづまをご覧ください。
草野信隆君が５/７にご逝去され本日葬儀告別式が近
親者のみで執り行われました。
本日例会終了後、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。

副幹事報告(坂野弘君)
 次年度第 3 回理事会報告
ビジター報告 【岡崎南 RC】1 名
出席委員会
本日の出席率 90.38%(欠席 5 名)
前々回(4/19)修正出席率 100%
親睦委員会 13 クラブ親善スポーツ大会のお礼
5 月慶祝の発表
ロータリー財団委員会 ご浄財のお願い


















ニコボックス委員会





岡崎ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ 本日は宜しくお願い致します。
野村政弘君 13 クラブ親善スポーツ大会お疲れ様で
した。／浅岡さん写真有難うございます／ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗ
ﾌﾞ中谷様、盧様のご来訪を歓迎します。
坂野弘君 ﾛｰﾀｰｱｸﾄ中谷様、盧様の来訪を歓迎します。
山内隆一君 本日 45 周年の報告をさせて頂きます。
池田正君 本日卓話をさせて頂きます。
手嶋明君 45 周年記念式典において在籍 35 年の感
謝状を頂きありがとうございました。
小林清文君 愛恵協会の一連の建築で県事務所協会











会長賞を受賞しました。日本の事務所協会に推薦され
ました。
安井健次君 13 クラブ親善スポーツ大会お疲れ様で
した。ホームラン賞を頂きありがとうございます。
稲垣寿君 13 クラブ親善スポーツ大会お疲れ様でし
た。応援に行けなくてすみません。
杉田広喜君 13 クラブ親善スポーツ大会に御参加頂
いた皆様有難うございました。来年もお願いします。
西脇謙二君 13 クラブ親善スポーツ大会お疲れ様で
した。浅岡さん写真有難うございました。
小出一輔君 13 ｸﾗﾌﾞ親善ｽﾎﾟｰﾂ大会お疲れ様でした。
長坂貴之君 13 クラブ親善スポーツ大会は惜しくも
１点差で負けてしまいました。次回はスタメンで大活
躍できるよう練習しておきます。
「腰」気を付けます。
橋本義紀君･新浪勝也君 浅岡さん写真有難う。
神谷浩君 浅岡さん活躍している写真を多く撮って
頂き有難うございました。
足立汎和君 あづまに写真が載りました。
金本孝美君・佐野真琴君 5/31 ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞとの合
同出張例会です。皆さんご出席宜しくお願い致します。
長坂勲君
中川さん有難う。
中川和弘君 長坂勲様有難うございました。
鈴木公市君 本日初司会をさせて頂きます。
橋本義紀君 本日早退をさせて頂きます。
佐藤寿行君 ギブスが取れました。
鋤柄英明君 楽しい GW を過ごしました。
小木曽進君・三浦泰廣君 ニコに協力します。
宇野弘隆君(10 年)・南鉉君(8 年)・金本孝美君(5 年)・
岩崎靖彦君(5 年)
皆出席を喜んで。
倉内充雄君 多数ニコにご協力頂き有難うございます。

５月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

5/20(日)

京都方面

5/31(木)19:00～

図書館交流プラザ「Libra」

「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

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

5 月 28 日（月）

豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

5 月 29 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

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

6 月 14 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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