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10 月は経済と地域社会の発展月間・米山月間です！ 

【前回の会長挨拶】 

10 月は経済と地域社会の発展月間であり、日本においては加えて米山月間です。今月は米山

記念奨学会への寄付金を一人当たり 2 万円お願いします。ただ、お願いでありますので 3 万

円でも 1 万円でもお気持ちとして拠出していただければありがたいです。なお、先月 9 月に

はポリオ基金として一人当たり 5 千円をお願いしましたところ、多くの会員の皆様にご協力を

いただきありがとうございました。現在ポリオは世界中で 2 か国(アフガニスタンとパキスタ

ン)、十数人しか発症していませんが、地球上から根絶するまでは毎年すべての国の未投与の子

供にポリオワクチンの投与を続ける必要があるため、毎年莫大な資金が必要となります。 

さて、10 月 1 日には本庶佑教授が本年度のノーベル医学生理学賞を受賞しました。76 歳ということですが、基礎

研究は成果が形になるまで息が長いので長生きしないと受賞できません。本庶教授は医学部に進み、臨床医になれば

生涯で多くて数千か数万人の人の役に立つことはできるが、基礎研究に進めば何百万人の人の役に立つ可能性がある

ということで基礎研究の道に進んだそうです。ロータリーの職業奉仕に大いに参考になります。また、10 月 2 日に

は第 4 次安倍改造内閣が発足しました。閣僚がつまらぬ失言をして政治が停滞することなく誠実な政権運営がされる

ことを望みます。1 年後の 10 月 1 日からいよいよ消費税が現行の８％から１０％へと増税になります。2 度延期に

なっていますが、これ以上延期をすることは日本の財政状態から許されません。食料品等の軽減税率が導入されます。

充分な準備が必要になります。 

【前回の卓話】        「 全員協議会 」   第 45 年度年次報告     

第 45 年度年次報告が、安井健次 45 年度幹事の進行にて行われました。はじめに、生駒尚久 45

年度会長の「無事年次報告書ができあがりました。各委員会の皆様には感謝します。」との挨拶に

つづき、鈴木圭介 45 年度会計による 45 年度決算報告が同報告書に基づき行われました。その後

宇野弘隆 45 年度監査人の会計監査報告が行われ、質疑応答、報告書の一部訂正など円滑に進み、

無事年次報告が終了しました。 

「会員増強について」 会員増強委員長   石川雅規君 

先日行われました会員増強例会において、たくさんの会員候補者をご推挙いただき、まことに有難うございました。候補

者数をまとめましたところ、現在 41 名となりました。今後は会長、会員増強委員、及び皆様のご協力の中会員増強をす

すめていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

「地域貢献活動について」  クラブ奉仕委員長  梅村順一君 

私達ロータリアンは、日頃のロータリー活動（主に５大奉仕：職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕：青

少年奉仕・クラブ奉仕）で培ったスキルを各地域へ出て行った時に活かし実践することが大事だと

考えています。その中で私は、これまでのクラブ活動で得た知識や経験、仲間の協力などを活かし

地域の自然環境の保護や無形民俗文化財の維持活動に日々取り組んでおります。その甲斐あってか、

とある地域では子供達にも保護意識が芽生えてきたり、他では全国規模のサミットが開かれたりま

た、国内初となる国際的なイベントが来年開かれる地域もあったり、様々な意味で広がりをみせております。今後もこの

ような活動を積極的に行い、地域貢献に努めていきたいと考えております。ご清聴有難うございました。 

 
ショートスピーチ 山中一君 

 
おめでとう！10 月お誕生日の皆さん 

 
本日の卓話者：梅村順一君 

 
ようこそ！本日のビジター様 
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（過去 3 回の修正出席率  9/6：100 % 9/13：100% 9/20：100%） 

【本日の卓話】              「My Rotary に登録するとできること」地区公共イメージ向上委員長 池森由幸君 
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会員ショートスピーチ 山中一君 

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。 

■ 10/5(金)地区国際奉仕委員長会議が開催され、杉田広

喜国際奉仕委員長が出席されます。 

■ 岡崎市美術協会より年末助け合い「小品･色紙展」の開

催案内と寄附のお願いが来ております。ご興味のある

方は、事務局までお申し出ください。 

■ 分区内交流は付き添いの方もビジターフィーの補填を

しますので領収書を事務局へご提出ください。 

■ 本日例会終了後第８回理事会を開催いたします。 

■ 例会変更は週報あづまをご確認ください。 

ビジター報告  【岡崎ＲＣ】2 名 

出席委員会 本日の出席率 92.45%（欠席 4 名) 

 前々回(9/20) の修正出席率 100%(欠席 0 名) 

ロータリー財団委員会 小銭寄付のお願い/ポリオ撲 

滅基金寄付の御礼 

米山奨学委員会 米山記念奨学会への寄付のお願い 

ニコニコ委員会 
 野村政弘君 10 月は米山月間です。ご寄付よろしく

お願いします。 

 長坂勲君 中川さんありがとう。 

 生駒尚久君 年次報告書が纏まりました。 

 近藤金作君 天野惠一様のご来訪を歓迎します。 

 石川雅規君 会員増強リストが纏まりました。 

 小出一輔君 リレーフォーライフ参加の皆様、分区内

交流で市川さんお世話になりました。 

 長坂貴之君 昨日豊田東 RC 例会に参加しました。

色々勉強になりました。市川さん有難うございました。 

 新浪勝也君 あづま会で優勝しました／ちょっと良

いことがありました。 

 清水幹良君 今月司会を担当させて頂きます。 

 岡田祥輝君 優秀な大学生のﾊﾞｲﾄが GET 出来ました。 

 倉内充雄君 手嶋さん新人がお世話になります。 

 春名祐樹君(9 年)･林孝夫君(8 年) 皆出席を喜んで！ 

 小木曽進君･三城偉央君 ニコに協力します。 

10 月の例会予定 

例会予定 例会会場 内容 

10/18(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「宅建業に見る官民協働事業」大高利之様 

10/28(日) WFF 会場 ワールトフード＋ふれ愛フェスタ親睦例会 

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 

10 月 17 日（水） 知立 ホテルクラウンパレス知立 501 号室 11:30～12:30 

10 月 22 日（月） 豊田西 名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30 

10 月 22 日（月） 豊田三好 三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15 

10 月 23 日（火） 岡崎南 定款第 8 条第 1 節の規定により休会 

10 月 24 日（水） 豊田東 ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30 

10 月 24 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 

10 月 24 日（水） 知立 ホテルクラウンパレス知立 501 号室 11:30～12:30 

10 月 26 日（金） 安城 定款第 8 条第 1 節の規定により休会 

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

10 月 30 日（火） 豊田中 名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00 

10 月 30 日（火） 西尾 西尾信用金庫中央支店 204 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 10 月 11 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 

【参加報告】地区内クラブ社会奉仕委員長会議 2018/9/25(火)      社会奉仕委員長 岩崎 靖彦 

第１回地区内クラブ社会奉仕委員長会議が９月２５日（火）名鉄グランドホテルで開催さ

れ、金本環境保全委員長と中川ＲＣＣ委員長と私の３人で出席して参りました。本会議で

は、社会奉仕「防災・減災カレッジ」、環境保全「生物多様性の保全」、ＲＣＣ「実例紹介

など」について講演を聞いてきました。懇親会では、他クラブとの交流ができました。 


