47 期【No12 号】第 2221/2222 回例会
2019/10/17
（過去 3 回の修正出席率 9/5：100 % 9/12：100% 9/19：100%）

「

【本日の卓話】

職場例会

」於：大和ハウス工業㈱

※前回 (第 2221 回)例会は台風 19 号の影響のため中止となりました

岡崎支社

１０月は経済と地域社会の発展月間・米山月間です！

【前々回の会長挨拶】
先週はガバナー公式訪問の際には、各委員会の皆さんには大変ご苦労お掛け致しました。
無事に終わる事が出来ました。改めて感謝申し上げます。暑さ寒さも彼岸までと、よく
聞く言葉ですが、9 月 23 日(月)秋分の日も過ぎましても毎日暑い日が続いています。今
年は 10 月に入ってからの気温が、観測が始まって以来の最高値を示したと言う事で残
暑どころか真夏と変わらない日々が続いています。10 月は衣替えで夏装束から冬装束に
取り替える目安と言われていますが、まだ衣替えの気分にもならない今日この頃です。
台風 18 号は、今後日本海で温帯低気圧に変わる事で、この地域は台風の被害もなく良
かったですが、まだまだ台風シーズン真盛りですので十分注意をして頂きたいと思います。時を同じくして 10
月 1 日からは、消費税が 10％になりました。ニュースによるとコンビニ、回転寿司、等々のトラブルの報道
が有りましたが、大きな混乱もなかった様にも見えました。スーパー、コンビニ等で買い物をしても、軽減税
率の 8％のおかげで増税を感じない様な気も致します。ただ消費税が 10％だと切りの良い数字ですので分かり
やすい反面、高額商品を購入する時、消費税が 1 割と思うと複雑な気持ちになります。消費が落ち込まない様
少しでも協力して行きたいと思います。10 月は米山月間となります。米山記念奨学会の寄付については、委員
長からも報告があると思いますが皆様の御理解と御協力をお願い致しまして会長の挨拶とさせて頂きます。

「

【前々回の例会】

全員協議会

」第 46 年度年次報告

/ ＩＭ全体会議

第 46 年度年次報告が、坂野直前幹事の進行にて行われました。はじめに、野村政弘直前
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、鈴木圭介前年度会計による 4６年度決算報告が同報告書に基づき行われました。
その後、朝倉清陽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。
「ＩＭ全体会議」
来年 2 月 15 日に岡崎東ＲＣホストにて行われる「西三河中分区インターシティーミーティング」の全体会議が
行われました。市川ガバナー補佐、浅岡ＩＭ実行委員長の挨拶の後、安井実行幹事の進行により、各委員会ごと
に分かれ打合せ会儀が行われました。

浅岡ＩＭ実行委員長/市川Ｇ補佐

10 月お誕生日おめでとう！

ご来訪者
岡崎ジャズストリート実行委員長の深谷英治様より
11/2～3 に開催される岡崎ジャズストリートのご案内
幹事報告(中根匡規君)
■ 10 月のロータリーレートは 1 ドル 108 円です。
■ 2760 地区オリジナルアプリのご案内です。アプ
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市川ガバナー補佐挨拶

浅岡ＩＭ実行委員長

リストア「2760」または案内のＱＲコードにてダ
ウンロードが可能です。是非ご活用ください。
■ 岡崎美術協会より「年末助け合い色紙展」のご案内
が届いています。
■ 地区研修･協議会の報告書が届いています。対象者
の方はアレンジケースにて配布しました。

■ 9/25 第 9 回ＷＦＦ実行委員会、10/8 第 10 回

米山奨学委員会 10 月は米山月間です。米山記念奨

ＷＦＦ実行委員会がガバナー事務所にて開催され、
市川ガバナー補佐が出席されます。
■ ガバナー補佐訪問予定[10/7(月)豊田西 RC･豊田
三好 RC 市川ガバナー補佐･稲垣分区副幹事]
■ 次週 10/13(日)はＷＦＦ親睦例会です。後程公共
イメージ向上委員会より詳細説明があります。
■ 次々週 10/17(木)は職場例会です。大和ハウス工
業㈱岡崎支社にて開催します。
■ 本日例会終了後、第 8 回定例理事会をローレライ
にて開催します。
■ 例会変更の案内が届いています。
詳しくは週報あづ
まをご覧ください。
ビジター報告 ありません
出席委員会 本日の出席率 83.33%(欠席 9 名)
前々回(9/15)修正出席率 100%(欠席 0 名)
親睦委員会 10 月慶祝の発表
プログラム委員会 講演会「100 年人生を豊かにす
る芸術力と運動力」講師 坂本久美子様のご案内
ロータリー財団委員会 10 月 24 日は世界ポリオ
デーです。ポリオへのご寄付をお願いします。又本日
第 1 例会ですのでご浄財のご寄付をお願いします。

学会へご寄付をお願いします。
職業奉仕委員会 10 月 17 日(木)大和ハウス工業㈱
岡崎支社での職場例会を開催します。
公共イメージ向上委員会 10 月 13 日(日)WFF 親
睦例会のご案内

ニコニコ委員会
 近藤金作君









10 月は米山月間です。米山記念奨学
会の寄付のご協力をお願い致します。
野村政弘君 46 年度の報告書が完成し本日配布し
ます。一年間有難うございました。
坂野弘君 最後のお務めをさせて頂きます。
中根匡規君 ガバナー公式訪問、皆さん有難うござ
いました。
足立汎和君 ジャイアンツが久しぶりに優勝しまし
た。
中川和広君 今月司会をさせていただきます。
山中一君･鈴木圭介君 お久しぶりです。
岡田祥輝君 ソフトボール練習は 10/15(火)18 時
半～三島小学校です。野村監督有難うございます。
長坂勲君･新浪勝也君･加藤和志君･杉田広喜君･鈴木
公市君･清水幹良君 ニコに協力します。

10・11 月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

10/24(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」
10/31(木)
11/7(木)12:30～

「想像から創造へ 無から有へ」三代舞踊団 坂本久美子様

定款第８条第１節の規定により休会です

岡崎市竜美丘会館「501」 「全員協議会」
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 18 日（金） 安城

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

10 月 21 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（火） 岡崎南/岡崎城南/西尾

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

10 月 28 日（月） 豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

10 月 29 日（火） 岡崎城南

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

10 月 30 日（水） 三河安城

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

10 月 31 日（木） 豊田

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

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

11 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

ソフトボール

未定

未定

旅行同好会

10 月 27 日(日)

松本リンゴ狩り日帰り旅行

page 2

ソフトボール練習
旅行同好会

