4６期【No1８号】第 21８３回例会
201８/12/6
（過去 3 回の修正出席率 10/28：100% 11/1：100% 11/15：100%）

「 ク ラ ブ 年 次 総 会 」

【本日の卓話】

12 月は疾病予防と治療月間です！

【前回の会長挨拶】
今週は非常に暖かく、まさに小春日和という言葉が当てはまる天候です。ただ、季節どおりの寒
さに戻りますと温度差が激しくなり風邪をひきやすくなります。ご自愛をお願いします。
さて本日の卓話は、当クラブで最年長、大正 12 年生まれの山中一さんにお願いしておりました。
過日、３分間スピーチの際に会員の皆様に伝えたいことがあるのに時間が足りないようでしたの
で今回卓話をお願いしましたが、残念ながら体調を崩されて卓話がかなわなくなりました。特別
大事ではないとのことですがお大事にしていただき、またの機会を期待したいと思います。
そこで急なことでありましたが、会員の市川幾雄さんに代打で卓話をお願いしましたところ快く引き受けていただき
ました。ありがとうございました。本日の例会が終了すると本年度も５か月が経過します。本年度は特別大きな対外
的事業がありません。残りの７か月で会員増強、新しい社会奉仕事業の開拓を進めたいと思います。会員増強では、
現在会員数は５４名で本年度増減なしの状況です。９月２７日に会員増強例会を開催し候補者の名前を挙げていただ
きました。後程、石川会員増強委員長からも説明があると思いますが、いよいよ候補者を訪問します。その際に候補
者を紹介した会員等で訪問に是非同行したいと思われる会員がみえましたら、石川会員増強委員長、または事務局に
申し出てください。本日文書でも案内をしますのでよろしくお願いします。

【前回の卓話】

「

世界のロータリー、日本のロータリー

」
会員

市川幾雄君

今、全世界の 200 以上の国と地域に、民族・文化が異なる 1,215,971 人の会員から成るネット
ワーク、ロータリーは、草の根の活動とグローバルな取り組みを通じて変化を生み出しています。
世界の国と地域は 200 以上あり、ロータリーのゾーンは 34 ゾーンに分かれ、ロータリーの地区数
は 538 地区あります。世界のＲＣ数は 35,795 クラブあり、会員数 1,215,971 名です。日本の
ゾーンは第 1 ゾーンから第 3 ゾーンまであり、日本の地区数は 34 地区に分かれています。日本の
ＲＣ数は 2,258 クラブで、会員数 89,342 名です。
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにあります。①知り合いを広め
ることによって奉仕の機会とすること。②職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社
会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。③ロータリアン一人一人が個人として、また
事業および社会生活において、日々、奉仕の理念を実践すること。④奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワー
クを通じて、国際理解、親善、平和を推進することです。ロータリアンの行動規範は、個人として、また事業において、
高潔さと高い倫理基準をもって行動する。取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の念をもって
接する。自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを抱える人びとを助け、地域社会や世界中の人
びとの生活の質を高める。ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。
ロータリーのエンブレムの最初のデザインはシカゴのモンターグ・ベアによるもので、簡単な車輪と運動を表す数条の
線とをあしらった図柄でした。1923 年に現在の 24 の輪歯と 6 本の編のある歯車が国際ロータリーに採用されました。
これに対しエンジニアのグループから、この歯車は機械工学的にみて不安定であり、歯車の中心に動力伝達用シャフトへ
連結するための「楔穴」がないとうまく回らないだろうという助言がありました。よって、楔穴が追加され、現在私たち
の知るデザインが国際ロータリーの公式標識として正式に採用されるに至りました。ご清聴、ありがとうございました。

本日の卓話者：市川幾雄君

「世界のﾛｰﾀﾘｰ、日本のﾛｰﾀﾘｰ」
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ロータリーの目的について説明

野村会長よりお礼の言葉

 杉田雄男君

会員ショートスピーチ 清水幹良君
幹事報告(坂野弘君)



■ 本日の卓話は山中一君の予定でしたが、体調を崩され

ましたので急遽卓話者を市川幾雄君にお願いしました。
■ 名古屋東南 RC より創立 50 周年記念事業オーケスト
ラ演奏会のご案内が届いております。3/6 開催です。
ご希望の方は 12/19 迄に幹事又は事務局まで。
■ 次週 12/6 はクラブ年次総会を開催いたします。
■ 同じく 12/6 例会終了後、第 10 回理事会を開催いた
します。理事役員の方はご出席をお願いいたします。
■ 例会変更につきましては週報あづまをご確認ください。
ビジター報告 なし
出席委員会 本日の出席率 78.43%（欠席 11 名)
前々回(11/15)の修正出席率 100%(欠席 0 名)
米山奨学委員会 小銭寄付のお願い

ニコニコ委員会











 野村政弘君

市川さん急なお願いとなりましたが本
日の卓話をよろしくお願いします。
 市川幾雄君 本日ピンチヒッターで卓話をします。

会社が創業 190 年ということで商工会
議所より表彰されました。
生駒尚久君 浅岡さん、神谷君、日曜日は有難うござ
いました。
池田正君 大西の町内会でバケツリング大会を開催
しました。75 名 15 チームの参加で大変盛り上がり
ました。
宇野弘隆君 今年も光ヶ丘高校が都大路で走れるこ
とになりました。
加藤和志君 先日の職場例会有難うございました。
佐野真琴君 先日の職場例会楽しかったです。お酒が
呑めなかったのは残念でなりません
鋤柄英明君 RYLA セミナー参加しました。生駒さん
夜お世話になりました。
清水幹良君 本日ショートスピーチをさせていただ
きます。
長坂勲君･新浪勝也君 ニコに協力します。
橋本義紀君 本日早退させていただきます。

1２・1 月の例会予定
例会予定
12/15(土)18:00～

例会会場
ホテルアソシア豊橋

内容
「年忘れ親睦家族例会」
（12/13 の例会変更です）

12/20(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「RYLA セミナーに参加して」鈴木諒佑様
12/27(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「半期を振り返って」野村会長･坂野幹事
2019/1/3(木)

定款第 8 条第 1 節の規定により休会
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

12 月 11 日（火） 西尾

西尾信用金庫中央支店 204 号室 11:30～12:30

12 月 12 日（水） 岡崎

岡崎市竜美丘会館 11:30～12:30

12 月 17 日（月） 豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

12 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

12 月 18 日（火） 岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

12 月 18 日（火） 豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

12 月 19 日（水） 豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

12 月 19 日（水） 知立

ホテルクラウンパレス知立 501 号室 11:30～12:30

12 月 21 日（金） 西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30

12 月 27 日（木） 愛知三州

暮らしの杜 葵ホール 1 階階段室前 18:00～18:30

【活動報告】アマゾン植林事業報告

前年度社会奉仕委員長

前年度ＲＩ会長 イアンＨ．Ｓ．ライズリー氏の「一人 1 本の植樹事
業」の取り組みに際し、当クラブは過去にアマゾン植林事業への助成
を行ってきた経緯もあり、故 長坂優氏の意志を引き継がれたご子息
拓二氏にお願いしました。乾期の終わりが最適の植樹時期ということ
で、時期こそ遅くなりましたが先月植樹が終わり写真が届きました。
クマルの木３３本です。数年後には、また、大きくなった姿もお知ら
せできると思います。
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宇野弘隆

