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11 月はロータリー財団月間です！ 

【前回の会長挨拶】 

朝晩少し肌寒くなりました。今年は大きな台風がやって来ましたが今も台風 23 号 24 号が

発生するも外れ北からの寒気がやって来て、北海道では積雪を聞く時期になりました。 

先週、全木協(団体)から長野県で台風 19 号に依る住宅被害を受けている方の応急仮設木造

住宅 53 棟建設要請が来ました。又、台風 15 号で被害を受けた千葉県では屋根の復旧が人

手不足でなかなか進まない状況で愛知県からも工事の応援に行く人も多く耳にしますがこれ

から寒い日が続く様ですので一日でも早く復旧が出来ればと思います。先週熊本に行ってき

ました。3 年前の地震直後見た熊本城は屋根瓦がスベリ落ち無残な状況でしたが、お城の外観はきれいに修復さ

れていました。隅櫓は仮設の鉄骨で固定され石垣の復旧は崩れた石垣を写真や資料に照らし合わせ 1 つずつ番号

を付けパズルの様に作業し全てが復元できるのが 2035 年と聞きました。気の遠く成る様な工事ですが、早く復

元出きると良いと思います。又、熊本城以外では地震での形跡は全く感じませんでした。 

10 月 26 日(土)形埜小学校の学芸会に出席させて頂き環境保全の助成金贈呈式に参加して来ました。校長室へ

通されると鹿の角が置かれていて運動場に落ちていたと聞かされ、改めて自然が多い地域と感じました。 

今月はロータリー財団月間です。寄付のご理解とご協力をお願い致します。 

【前回の例会】「  全員協議会  」～会員増強例会～   会員増強委員長 黒井克宣君 

会員増強委員長の黒井です。本日は会員候補者カードの作成をしていきたいと思います。 

会員増強のデーターによると西三河分区では去年一年間に 52 名の新規入会者があり、退会

者 44 名、純増 8 名でした。先日岡崎南 LC の入会式があり入会者数をお聞きしたところ 9 名

と聞きました。どこにこの違いの問題があるか調べて本格的に会員増強していく必要があると

思いました。個別では、岡崎 RC12 名入会 8 名退会 純増 4 名、岡崎南 RC6 名入会 6 名退

会 純増 0 名、岡崎東 RC 純増 2 名、愛知三州 RC1 名入会 2 名退会 1 名の減となっています。 

世界では女性会員の比率が 23%です。当クラブは 1 名。また全体では 50 歳以上の比率が 4 分の 1 というこ

とで、当クラブはバランスが悪いと思います。退会の時期は 7 月と 1 月が多く、入会して 2 年未満で半分近く辞

めてしまうということなので、その時期のフォローが必要だと思います。過去のセミナーではロータリーの原点

は職業奉仕にあるということを教えていただきました。職業奉仕の意味とは、お金に余裕のある会社が人のため

に寄付をするということではなく、ロータリーの繋がりの中で自身の会社で利益を出して頂き、その中から世の

為人の為に奉仕活動に取組んでいくということでした。そしてこの心構えで一番大切なことが 4 つのテストだそ

うです。それでは具体的な取り組みとして ➀クラブの長所、短所、特徴を会員の皆様が把握すること ➁クラ

ブの PR 活動の取組み ③会員増強活動において常に工夫し継続すること ④勧誘する場合、入会候補者の環境を

十分考慮して、他団体との違いを明確にすることです。 

 
金本副会長と黒井増強委員長 

 
11 月お誕生日おめでとう！ 

 
会員増強例会 

 
ようこそ！本日のビジター 

幹事報告(中根匡規君)  
訃報連絡名誉会員の水野恒彦様が 10/20 にご逝去され

ました。謹んでお悔やみ申し上げます。 

■ 11 月のロータリーレートは 1 ドル 108 円です。 

■ ガバナー事務所よりワールドフード+ふれ愛フェスタ

中止に伴うご報告が届いています。 

47 期【No15 号】第 2225 回例会                       2019/11/14 

                   （過去 3 回の修正出席率 10/3：100% 10/13: ―％ 10/17：100%） 
 

） 【本日の卓話】              「  緊急消防援助隊  」   岡崎市消防本部 消防長  井藤謙三様 
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■ 岡崎南 RC より創立 55 周年記念誌が届いています。 

■ 11/9･10 日地区大会がﾎﾃﾙﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ開催されます。 

■ 本日例会終了後、第 9 回理事会を開催します。 

■ 本日 18 時半～魚清で指名諮問委員会を開催します。 

ビジター報告 【岡崎ＲＣ】1 名 

出席委員会 本日の出席率 78.00%(欠席 11 名) 

前々回(10/17)出席率 100%(欠席 0 名) 

親睦委員会 11 月慶祝の発表 

ロータリー財団委員会 11 月はロータリー財団月間

です。ご寄付をお願いします/ご浄財のお願い 

お知らせ 石川雅規君 社名･役職変更のお知らせ 

旧)檀建築設計 代表⇒ 新)檀建築設計株式会社 代表取締役 

ニコニコ委員会 
☺ 近藤金作君 本日全員協議会宜しくお願い致します。 

☺ 長坂勲君 ニコに協力します。 

☺ 小木曽進君 あづまに写真が載りました。 

☺ 宇野弘隆君 R 財団へご協力宜しくお願いします/光

ヶ丘女子高等学校ダンス部が全国高校ダンス選手権選

抜大会で初代グランプリを獲得しました。 

☺ 生駒尚久君 西脇君 りんご狩り有難うございました。 

☺ 三城偉央君･岡田祥輝君 次回ソフト練習は

11/11(月)18:30～三島小学校で行います。 

☺ 平岩邦明君 今月の司会を担当させていただきます。 

☺ 小木曽進君(33年)新浪勝也君(25 年)皆出席を喜んで。 
 

 

 

【会議報告】2019-20 年度 国際ロータリー第 2760 地区 地区大会    幹事 中根匡規 

令和元年 11 月 9 日(土)10 日(日)の２日間にわたり、ホテルナゴヤキャッスルにおいて 2019-20 年度地区大会が

開催されました。当クラブからは市川ガバナー補佐、近藤会長をはじめ１日目(青少年フォーラムなど)は５名、２日目

(本会議など)は 24 名が参加されました。今年は 2690 地区の佐藤芳郎様がＲＩ会長代理として招かれ、伊藤靖祐ガ

バナーの点鐘から本会議が開催されました。当クラブは 2018-19 年度に関する地区表彰としてガバナー特別賞(米山

記念奨学部門)が授与されました。記念講演は、テレビでもお馴染みの橋本徹氏による「次世代のために、今できるこ

と」という演題で、大阪での改革(政策、組織、土地の有効利用、鉄道網など)を東京都(成功例)や愛知県(課題)との比

較として印象通りの歯切れの良い口調で講演されました。直後の大村愛知県知事のご挨拶では、愛知県の優位性を大阪

と比較強調され人と人の軋轢を感じながらも終盤は笑いの絶えない地区大会でありました。次年度は、愛知県国際展示

場(Aichi Sky Expo)での開催となりますので、例年とは違った地区大会になることでしょう。参加された皆様、お疲

れ様でした。 

    

11 月の例会予定 

例会予定 例会会場 内容 

11/21(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「あいち子ども食堂ﾈｯﾄﾜｰｸＲＣＣについて」藤野直子様 

11/28(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「ロータリー財団の多様性について」地区 R 財団中村公彦様 

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 

11 月 19 日（火） 豊田中 名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00 

11 月 20 日（水） 豊田東 ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30 

11 月 25 日（月） 刈谷 刈谷商工会議所 3 階事務局 11:30～12:30 

12 月 4 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 

12 月 11 日（水） 岡崎 岡崎市竜美丘会館 11:30～12:30 

12 月 13 日（金） 安城 碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30 

12 月 16 日（月） 刈谷 刈谷商工会議所 3 階事務局 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 11 月 20 日(水) ザ・トラディションＧＣ 定例会 

ひよどり会 11 月 14 日(木) チャーム 定例会 

ソフトボール 未定 未定 ソフトボール練習 


