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８月は会員増強・新クラブ結成推進月間です！ 
 

【前回の会長挨拶】 

早いもので本年度も 2 か月目に入り 8 月となりました。ロータリーの年度では 8月は会員

増強・新クラブ結成推進月間です。当クラブも本年度は会員増強を最重要な事業として位置

付けており、年度末に会員数 60名を必達の目標としています。9月 27日には会員増強例

会を開催しますが、それまでに 2 名程度の新会員が決まっているといいのですが。個人に

負担を掛けずにクラブとして勧誘をします。会員増強例会までに各会員が２、３名程度の新

会員候補者を頭に描いていただければありがたいです。さて、高校野球も東愛知代表として

地元岡崎の愛産大三河高校が出場することになりました。是非皆さんで応援しましょう。最

後に、明後日の 8 月 4 日（土）は岡崎城下家康公夏まつり第 70 回の花火大会です。天気

もよさそうですので大いに楽しみたいものです。 

【前回の卓話】 

【杉山善則様】今日は雅楽部の子供たちを例会にお招きいただき、ありがとうございます。いつも楽人会また矢作北小

学校雅楽部へ多大な援助をいただき、感謝申し上げます。私は 63 歳までサラリーマンで、今は年金生活のため時間は

たっぷりありますので、地域の雅楽部の子供たちに少しでも役にたちたいと思い活動しております。平成 29 年の岡崎

市制 100周年記念音楽祭において、中央総合公園の体育館で、東郷秀樹さんと雅楽部の卒業生・在校生が演奏し岡崎

市に少しでも役立てたのではと思います。また、CBC 子供音楽コンクールの県大会に出場して最優秀賞をとり、中部

地区大会では優秀賞をいただきました。これには、合唱部や吹奏楽部など色々な学校が出場していましたが、雅楽部は

矢作北小学校だけで、観客の皆様にはかなりインパクトがあったと思います。今後も頑張ってまいりますので、引き続

きご支援のほど宜しくお願い申し上げます。それでは子供たちの演奏をお楽しみ下さい。 

【小嶋校長先生】1 学期の終わりの激励会の時に雅楽部生徒の代表が全校の前で「私たちは岡崎東ロータリークラブで

演奏してきます。頑張ってきます。」と言っていました。今日は子供たちにとって大切な日で、この様な機会を与えて

下さいまして本当に感謝を申し上げます。今日はありがとうございました。 

 
ショートスピーチ 春名君 

 
市川次期ガバナー補佐へ委嘱状 

 
おめでとう！8 月お誕生日の皆様 

 
ようこそ！本日ビジター様 

 
小嶋校長    杉山代表 

 
岡崎市立矢作北小学校 

雅楽部の皆さん   

4６期【No５号】第 2168 回例会                        2018/８/９ 
（過去3回の修正出席率  7/5:100% 7/12:100% 7/19:100%） 

【本日の卓話】                  「 ガバナー補佐訪問 」     西三河中分区ガバナー補佐  鈴木正輝君 

「長瀬楽人会活動報告」 
～矢作北小学校雅楽部の近況と今後について～ 

長瀬楽人会 代表 杉山善則 様 

岡崎市立矢作北小学校 雅楽部の皆様 
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会員ショートスピーチ 春名祐樹君 

幹事報告（坂野弘君）  
■ 今月のロータリーレートは 1 ドル 112円です 

■ 2018-19 年度地区研修協議会の報告書が届きました。

出席者の方のレターケースに入れましたので、お持ち

帰りください。 

■ 次週、ガバナー補佐を迎えての、例会前に懇談会があ

ります。会長、副会長、会長エレクト、幹事、副幹事、

オブザーバーとして市川次年度ガバナー補佐が出席し

ます。また、例会終了後には、第 4 回クラブアッセン

ブリーを開催いたします。出席対象の方は、出席をお

願い致します。 

■ 例会変更につきましては週報あづまをご確認ください。 

委嘱状授与  2019-2020 年度西三河中分区ガバナ

－補佐 市川幾雄君 

ビジター報告 【岡崎城南 RC】１名 

出席委員会 本日の出席率 90.56%(欠席 5 名) 

前々回(7/19)の修正出席率 100%(欠席 0人) 

親睦委員会 8 月の慶祝の発表 

ロータリー財団委員会 小銭寄付のお願い 

ニコニコ委員会 
 岡崎城南 RC 永井量基様 野村会長の健康と益々のご

活躍をお祈り申し上げます。 

 野村政弘君 長瀬楽人会 杉山善則様、矢作北小学校の

皆さん本日は宜しくお願いします。 

 中川和広君 長瀬楽人会の皆さんを歓迎します。演奏

頑張ってください。 

 市川幾雄君 次期ガバナー補佐の委嘱状をいただきま

した。 

 新浪勝也君 定年退職後農業に従事した友人より自信

作の梨を頂きました。 

 宇野弘隆君 あづまに写真が載りました。 

 清水幹良君 入会後１年が経過しました。これからも

よろしくお願いいたします。 

 神谷浩君 ３週連続欠席してしまい申し訳ありません

でした。 

 長坂勲君/小木曽進君/林孝夫君 ニコに協力します。 

 安井健次君(９年)朝倉清陽君(５年)倉内充雄君(４年) 

皆出席を喜んで。 

 

８月例会予定 

例会予定 例会会場 内容 

8/16（木） 定款第 8 条第 1 節の規定により休会。 

8/23（木）12:30 ～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「市政報告」 岡崎市長 内田康宏様 

8/30（木）12:30 ～ 岡崎市竜美丘会館「大ホール」 「ガバナー公式訪問」ガバナー 村井總一朗君 

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 

8/13(月)～17(金) 各クラブ 定款第 8 条第 1 節の規定により休会 

8 月 20 日（月） 豊田西 名鉄トヨタホテル 7 階例会場 11:30～12:30 

8 月 22 日（水） 知立 ホテルクラウンパレス知立 501 号室 11:30～12:30 

8 月 27 日（月） 豊田西 名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30 

8 月 28 日（火） 豊田中 名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 17:00～18:00 

8 月 28 日（火） 西尾 西尾信用金庫中央支店 204 号室 11:30～12:30 

９月 11 日（火） 岡崎城南 岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30 

９月 18 日（火） 岡崎南 岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30 

9 月 19 日（水） 碧南 碧南商工会議所 1階事務室 11:30～12:30 

【参加報告】2018-19 年度地区ロータリー財団セミナー 2018/8/4(土) ロータリー財団委員長 朝倉清陽 

村井總一郎ガバナーの挨拶の後、地区ロータリー財団に係わる各委員長からの発言とそれに続くディスカッションに 

より、ロータリー財団でお願いする寄付の主な補助事業について事例説明等がありました。特に、ポリオ撲滅に対す 

る補助事業については、天然痘に次いで、あと少しで撲滅できる状況(2017 年はアフガニスタン、パキスタン、ナ 

イジェリアの 3カ国で発生事例)まで至っております。地区として引き続き注力する方針です。 

〈財団目標額〉1 人当たり年次基金 150 ドル  ポリオプラス 30 ドル  

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 8 月 9 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 


