45 期【No36 号】第 2157/2158 回例会
2018/5/31
（過去 3 回の修正出席率 4/19：100% 4/26：100% 5/10:100%）
合併号

【本日の例会】 出張例会 岡崎ローターアクトクラブとの合同例会

図書館交流プラザ「Libra」
５月は青少年奉仕月間です

【前々回の会長挨拶】
年に一度の西光寺さんでの例会となりました。この例会後は親睦旅行もあり、私の任期も
そろそろ終わりに近づいてきたんだなと思います。早いものでこの間、成田先輩に「本年
もよろしくお願いします」とお声を掛けてからもう一年近くなります。 今年度を振り返
ってみますと「楽しい例会を」なんて話しておりましたが、それはまあまあとしても社会
奉仕の面でいうと、本当に満足いく事ができたのかなぁと思っておる次第です。この部分
につきましては来期野村会長の下、今度はしっかり支える形で頑張っていきたいと思いま
す。話は変わりますが先日雑誌社の方が会社へ来ました。うちの親父が２３歳の時に立ち上げて今年で創業７
０年となります。色々質問をされまして、私も２８歳の時に入りバタバタ仕事をやってきましたが、振り返っ
てもいい思い出はあまり無いんですね。ただ一つだけあるのは３９歳のときに入会させていただいたこのロー
タリークラブであります。入った当時は分かりませんでしたが、やってみたらこれだけの友達が出来まして私
は得をしたなと思っております。また「何をめざして頑張ってますか」と聞かれても、理想や夢などはあまり
無く、一つだけ言うとしたら岡崎で必要とされる会社でありたいと常に思っております。その中で自分が出来
ることを精一杯努力することで、会社が続けられているような気がします。あと何年出来るか分かりませんが
信念は曲げずに頑張っていきたいと思います。

【前々回の卓話】

「

拝観例会

」

西光寺住職 成田敏圀様（岡崎東ＲＣ名誉会員）

年に一度のこの機会ですが、見渡しますと新しい会員の方が随分増えているようなので、先ずは最初の拝観例
会に披露させていただいた「西光寺の歴史」について話してみようかと思います。一言で申し上げるなら西光寺
の歴史の始まり＝岡崎の始まり、といっても過言ではないということです。時は今から５５０年程前の応仁元年、
足利８台将軍（義政）と、その奥方（日野富子）との内紛である応仁の乱の一部にあたる戦にて、戦死して彷徨
う霊を慰める為と、松平４代当主 親忠(ちかただ)公と５代当主 長親(ながちか)公が創建した念仏堂が西光寺の始
まりとなっています（同時期に親忠主導の下、大樹寺も創建。その後岡崎はひらけてゆく）。また、家康の時代
に戦死したお坊さんだけの墓やそれに纏わる阿弥陀如来坐像（市の文化財）もあることや、大樹寺の歴代住職は
西光寺も兼務（大樹寺住職引退後に西光寺住職へ）していたり、江戸時代には岡崎住民の戸籍を市内３つに分か
れた西光寺（井口－西本願寺・奥殿－東本願寺、こちらは浄土宗）が管理したりと、正に岡崎の歴史を紡いでき
ているものであるという事です。話は変わりますが、『つもり１０箇条』という人の事柄にまつわる文書を会長
に渡しておきますので、是非ご覧いただき自分自身を振り返っていただければと思います。 どうも有難うござ
いました。

拝観例会 西光寺にて

西光寺住職 成田敏圀様

生駒会長よりお礼のご挨拶

幹事報告(安井健次君)
【第 22 回理事会報告】
・最終親睦夜間例会開催の件（6/28(木)18 時～アクア
ガーデン迎賓館にて開催）
：承認
・13 クラブ親善スポーツ大会決算報告の件：承認
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・岡崎市緑の募金への協力の件：金 100 円/人：承認
・愛知三州ＲＣの参加の件：岡崎ＲＡＣ提唱に参加
岡崎４ＲＣ会長幹事会に参加：承認
 5/17 第 10 回地区公共イメージ向上委員会が開催さ
れ坂野地区公共イメージ向上副委員長が出席します。

 5/19 春季米山奨学生学友合同研修会が開催され、黒
井次年度米山奨学委員長が出席します。
 5/17 第 3 回西三河中分区会長幹事会が開催され、生
駒会長、幹事安井が出席します。
 5/20(日)日帰り親睦家族例会が開催されます。この為、
次週 5/24(木)は例会変更となります。お間違えの無い
ようにお願いします。
 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。
ビジター報告 【5/17 サイン受付】17 名
出席委員会
5/17 の出席率 85.71%(欠席 7 名)
前々回(4/26)修正出席率 100%
親睦委員会 5/20(日)日帰り親睦家族例会案内

ニコボックス委員会
【前回の例会】

「日帰り親睦家族例会」

 生駒尚久君･安井健次君･野村政弘君･小林清文君･新浪








勝也君 成田さんお久しぶりです。本日はお世話にな
ります。
林孝夫君（会場委員会より） 成田様、本日は例会の
場を貸して頂きありがとうございます。
三城偉央君 西光寺さんの下の駐車場に砕石を入れさ
せて頂きました。成田さん、ありがとうございます。
西脇謙二君 今週の親睦家族例会は宜しくお願いしま
す。名鉄東岡崎駅南口に 7：50 集合です。
佐野真琴君 今週の家族例会伺えず残念です。皆様の
お土産話を楽しみにしております。
倉内充雄君 総会も終わり、弁護士会支部長の職務が
全て終了しました。ニコニコです。
長坂勲君
ニコに協力します。

5 月 20 日(日)～京都方面

ビジター報告 【5/24 サイン受付】12 名
出席委員会
5/20 の出席率 57.45%(欠席 20 名)
前々回(5/10)修正出席率 100%
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６月の例会予定
例会予定

例会会場

６/7(木)12:30～

内容

岡崎市竜美丘会館「501」 「新会員卓話」鈴木公市君・清水幹良君

６/14(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「家庭にかわる子どもたちのお家」岡崎平和学園小笠原寛様
6/21(木)12:30～
6/28(木)18:00～

岡崎市竜美丘会館「501」 「一年を顧みて」会長 生駒尚久君・幹事 安井健次君
アクアガーデン迎賓館

「最終親睦夜間例会」

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

6 月 1 日（金）

西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30

6 月 4 日（月）

豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

6 月 5 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

6 月 5 日（火）

西尾

西尾信用金庫中央支店 204 号室 11:30～12:30

6 月 5 日（火）

岡崎南

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

6 月 18 日（月）

豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

6 月 19 日（火）

西尾

西尾信用金庫中央支店 204 号室 11:30～12:30

6 月 22 日（金）

安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

6 月 22 日（金）

西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30

6 月 25 日（月）

豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

6 月 26 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

6 月 26 日（火）

岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

6 月 26 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 7 階 17:00～18:00

6 月 27 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

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

♪♪ ＡＺＵＭＡ 気まぐれグルメコーナー ♪♪

「蕎麦や

第 12 回

小出一輔君

口福」

家の近所なので時々利用しています。いつも混んでいるだけ
あり、美味しい蕎麦をいただけます。メインは「二八そば」
の“かけ”か“せいろ”ですが、早めに来店すれば数量限定
の「十割そば」が食べられるかもしれません。お昼はお得な
ランチ有り、夜は予約が必要ですのでご注意ください。
住所：岡崎市牧御堂町字水洗５０－１
TEL： 0564-52-1515
営業時間：11:00～14:00 18:00～20:00 休日：日曜・第１月曜
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