4６期【No３号】第 216５回例会
（過去 3 回の修正出席率

【本日の卓話】

「

今年度事業計画
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社会奉仕委員長
青少年奉仕委員長

岩崎靖彦君
三城偉央君

【前回の会長挨拶】
ここ数日猛暑が続いていますのでご自愛ください。西日本豪雨による被害は朝刊によると死者
174 名、行方不明者は数十名と大災害となっています。犠牲になられた方には心よりお悔や
みを申し上げます。本日は蒲郡 RC より大隅さん･青山さんが地区大会 PR にお越しになりま
した。サッカーワールドカップも早朝にクロアチアがイングランドに勝利し、いよいよ決勝戦
(フランス対クロアチア)と 3 位決定戦(ベルギー対イングランド)を残すのみとなりました。
日本も決勝トーナメントに進出し、今一歩のところでベルギーに逆転負けとなりましたが大い
に国民に力を与えました。私は高校生の時にサッカーをしていました。当時は岡崎市の中学校でサッカー部があった
のは付属中学だけで近隣の豊田市等の出身者が経験者で上手でした。昭和 49 年の高校 2 年生の時、西ドイツが優勝
した大会からワールドカップを知りました。当時西ドイツのベッケンバウアー、ミュラーやオランダのクライフとい
ったスーパースターはあこがれでした。それ以降ワールドカップには注目していましたが、日本の出場機会はなく、
平成 5 年に J リーグが発足してようやく出場が叶いました。残り少ないワールドカップを楽しみたいと思います。

【前回の卓話】

「

今年度事業計画

」

国際奉仕委員長

杉田広喜君／職業奉仕委員長

加藤和志君

【杉田広喜君】先ず 2008 年から今年で 10 年目を迎えるカンボジアの教育支援事業の助成計
画です。2000 年に受け入れた米山奨学生のコン･ティリ氏とのご縁で、当時会長の手嶋さんを
始め会員一丸となり新校舎新築など一大事業支援を成しとげ、現在へと続いている大変意義のあ
るものです。続きまして、ロータリー財団のビジョンでもあります「ポリオ撲滅」です。完全撲
滅まであと少しと何年も言われ続けている現状です。今年度も財団へのご寄付をお願い致します。
そしてもう一つ、米山記念奨学会へのご寄付もよろしくお願い致します。
【加藤和志君】職業奉仕について：『職業奉仕』＝『職業サービス』とした場合、１、適正な価
格 ２、経営者・従業員の接客態度 ３、品揃え ４、公正な広告 ５、取扱商品に対する知識
６、アフターサービス。以上のサービスを充実向上させることが、顧客満足度を高める為の手段
であり、価格に転嫁されにくい『職業サービス』です：
（ｱｰｻｰ･ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ｼｪﾙﾄﾞﾝ）。また、ロータリ
ーには『ロータリーの樹』という概念があります。花や果物を支える幹『職業奉仕』をしっかり
太らせ根を大きく張る（自社を繁栄させる）ことで、花や果物『社会奉仕』
『国際奉仕』
『新世代
奉仕』が実る（奉仕活動の供給）と解釈されています。そして、今年度事業計画については、出張例会を 11 月に予定
しています（柴田酒造場様/保久町）
。酒蔵ですので、ご要望があればそのように手配いたします。それと『４つのテス
ト』も理解を深めながら執り行うつもりです。1 年間どうぞ宜しくお願いいたします。

会員ショートスピーチ 南君

地区大会 PR ご訪問

卓話者へお礼のご挨拶

来訪者 第 2760 地区 2018-19 年度地区大会 PR
実行委員 大隅一彦様・青山耕二様（蒲郡 RC）
会員ショートスピーチ 南鉉君

幹事報告（坂野弘君）
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ようこそ！本日ビジター様

・長瀬楽人会 RCC 補助金助成の件：承認
・終戦記念粗食例会差額を米山奨学会へ寄付の件：承認
・ロータリー情報誌購入の件：承認
・第 71 回岡崎市美術展後援の件：承認
・岡崎 RAC 補助金支出の件：承認
・第６回ﾜｰﾙﾄﾞﾌｰﾄﾞ＋ふれ愛ﾌｪｽﾀﾁｹｯﾄ購入の件：承認

 岡崎城南 RC 牧野正高様

■ 7/16(月)第 29 回インターアクト年次大会がウィルあ

いちにて開催され、三城君･林君に出席して頂きます。
■ ガバナー事務所の夏季休暇は 8/10(金)～15(水)です。
■ 第 17 回ロータリー全国囲碁大会 10/6 開催のご案内
が届いております。ご興味ある方は幹事まで。
■ 岡崎市美術博物館「ジョルジュ･ブラック宝飾デザイン
の輝き」の招待券が来ております。
■ 本日例会終了後、クラブ戦略委員会を行います。関係
各位のご出席をお願いします。
■ 次週例会終了後、第３回クラブアッセンブリーを開催
します。関係各位の出席をお願い致します。
ビジター報告 岡崎ＲＣ１名･岡崎南３名･岡崎城南１名
出席委員会 本日の出席率 86.27%(欠席 7 名)
前々回(6/28)の修正出席率 98.04%(欠席 1 人)
雑誌委員会 ロータリーの友 7 月号記事紹介

ニコニコ委員会
 蒲郡 RC 青山耕二様･大隅一彦様

地区大会「蒲郡」を
宜しくお願い致します。
 岡崎南 RC 今泉孝一様 野村会長に就任をお祝いして。

野村新会長にエールを贈り

ます。
 野村政弘君














蒲郡 RC 大隅さん･青山さんの来訪を歓迎
いたします。ビジターの今泉さん･牧野さん本日はあり
がとうございます。
坂野弘君 地区大会 PR の大隅様･青山様を歓迎します。
三城偉央君 地区大会楽しみにしております。
池田正君 本日ひよどり会総会です。お願いします。
杉田広喜君･加藤和志君 本日卓話をさせて頂きます。
長坂勲君 お暑うござんす。
小木曽進君･新浪勝也君 ニコに協力します。
生駒尚久君 日曜に旧丸嶋でバーベキューをします。
中川和広君 生駒さん大変楽しかったです。
岡田祥輝君 今年度もよろしくお願いします。
佐野真琴君 皆様くじ引きご協力有難うございました。
林孝夫君 ｲﾝﾀｰｱｸﾄ例会ご出席有難うございました。
春名祐樹君 東京のお店をオープンし 1 年となります。
未だ暫くバタバタしてご迷惑をお掛けしますが宜しく
お願いします。

７・８月例会予定
例会予定

例会会場

内容

7/26(木)18:00～

魚清

「新年度親睦夜間例会」

8/2(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「末広」

「長瀬楽人会活動報告」

8/9(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「ガバナー補佐訪問」ガバナー補佐

8/16(木)

－

鈴木正輝君

定款第 8 条 1 節の規程により休会です。
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

7 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

7 月 23 日（月） 豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

7 月 31 日（火） 岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

7 月 31 日（火） 岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

8 月 3 日（金）

安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30(P なし)

8 月 3 日（金）

西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30

8 月 8 日（水）

碧南

碧南商工会議所 1 階事務室 11:30～12:30

同好会便り
同好会

開催予定日

あづま会

7 月 25 日(水)

ひよどり会

8 月 9 日(木)

写楽会

場所

内容

ザ・トラディション GC 定例会及び取切り戦／総会:午後 6 時～うを勝
チャーム

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

【参加報告】光ヶ丘インターアクトクラブ例会

2018/7/10(火)

インターアクト委員長

光ヶ丘女子高校のインターアクトクラブ例会に宇野副会長はじめ 8 名のロータリアンで
参加してきました。今回は、通常のインターアクトクラブ例会にロータリアンがオブザ
ーバーとして参加する形での例会で、特に新入会員に向けて、ロータリークラブとは何
か、インターアクトクラブの活動とは何かというテーマで卓話をしてきました。今後、
年次大会やリレーフォーライフなどの行事が予定されています。積極的に参加し、学校
側、インターアクトクラブとの相互理解を促進してより良いインターアクトクラブ活動
が出来る様にサポートしていきたいと考えています。
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林孝夫

