47 期【No16 号】第 2226 回例会
2019/11/21
（過去 3 回の修正出席率 10/13：―% 10/17：100％ 10/24：100%）

「あいち子ども食堂ネットワークＲＣＣについて」名古屋名東 RC

【本日の卓話】

）

～子どもの貧困・教育格差をなくすために～

委員長

RCC 委員会
藤野 直子 様

11 月はロータリー財団月間です！

【前回の会長挨拶】
今日の朝は暖かったですが、これから寒波がやって来るとの事ですので注意して頂きたいと
思います。地区大会参加された方には大変ご苦労様でした。11/9(土)大会 1 日目の午前中
は青少年フォーラム、午後からは本会議（報告審議事項）夜は RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
が行われ盛会に終わる事が出来ました。翌 11/10(日)大会 2 日目の午前中は本会議、午後
からは贈呈式、表彰式の後、
「次世代のために、今できること」の題名で、元大阪府知事の橋
本徹氏の講演で、政治、行政の側面からの話しを皆さん聴き入っていました。中途での退席
者はほとんどなく楽しい講演でした。最後に大会の講評では、政治家どうしの軋轢はあるが、
ロータリーには軋轢がないのが良いと締めくくり、会議は終了しました。次年度の地区大会のホストは知立 RC で、
2020 年 10 月 24・25 日の開催です。
11/11(月)新城市内を車で走行していると突然、暴風雨状態になって全く前が見えなくなり 雹が降って来てラジオ
からは、竜巻注意情報が出ているので注意して下さいとの事で、ついに竜巻に巻き込まれたと恐怖を感じ、とにかく
その場から逃れたい気持ちでしたが、数分後何事もなかった様な天気になり今起きた事は何だと思った様な出来事で
した。今年の夏の暑さ、台風 15 号・19 号の被災と、今年の冬が心配の今日この頃です。

【前回の例会】

「

緊急消防援助隊

」

岡崎市消防本部 消防長

井藤謙三様

本日は岡崎東ロータリークラブの例会にお招きいただき、また、消防行政に対し多大なる
ご尽力を頂きありがとうございます。さて、先月の台風 19 号は、関東・東北地方に多数
の死者が出るなど、甚大な被害が発生しました。このところ毎年のように大規模な自然災
害が発生しており、私たちも気を緩めることができません。消防では、こういった被災地
支援を行うため、全国規模で『緊急消防援助隊』を運用しております。平成 7 年の阪神
淡路大震災を教訓に、大規模災害等に被災した都道府県内の消防力では対応困難な場合、
全国の消防機関による応援を速やかに行うため平成 16 年 4 月に施工しております。緊急
消防援助隊の規模は、車両を単位として 6,259 隊が登録され、本市では、消防隊など 14 隊 55 人が登録してお
ります。緊急消防援助隊の部隊編成は、指揮隊を中心に消火隊、救助隊、救急隊、後方支援隊、通信支援隊、航
空隊、特殊災害隊、特殊装備隊、水上隊です。緊急消防援助隊の出動実績として、本市からは平成 16 年の福井
豪雨、平成 23 年東北地方太平洋沖地震、平成 26 年御岳山噴火、平成 29 年九州北部豪雨、平成 30 年 7 月豪
雨があります。次に全地形対応車・レッドサラマンダーは、平成 25 年に配備され、最高速度 50 ㎞、定員 10 名、
水深 1m20 ㎝まで走行可能な非常に高い機動力を備えています。緊急援助消防隊は、全国の消防本部で組織して
おりますので、全国の被災されたあらゆるところに出動いたします。

金本副会長と消防本部の皆さん

卓話：緊急消防援助隊

会長よりお礼

バナー交換報告(黒井克宜君)

ようこそ！本日のビジター

幹事報告(中根匡規君)

10/24 広島北 RC 訪問

【第 9 回理事会報告】
・年忘れ親睦家族例会予算案の件：可決承認
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・下期会費請求案の件：可決承認
・ロータリー希望の風奨学金支援の件：可決承認
・ガバナー補佐事務所事務局員給与の件：可決承認
・事務局ノートパソコン更新(購入)の件：可決承認
■ 地区大会にご出席いただいた皆様、大変お疲れ様でし
た。地区大会実行委員会よりお礼状が届きました。
■ 11/15(金)第 2 回西三河中分区会長幹事会が名鉄トヨ
タホテルで開催され、市川ガバナー補佐、畔栁分区幹
事、稲垣分区副幹事、近藤会長、中根幹事、事務局河
内が参加します。
■ 11/19(火)第 4 回地区社会奉仕委員会がガバナー事務
所開催され宇野地区社会奉仕委員が参加します。
■ 第 9 回豊田 5ＲＣ親睦ゴルフ大会に市川ガバナー補佐
が出席します。実行委員会よりお礼状が届きました。
■ 当クラブ会員石川雅規君の社名が変更されます。
旧)檀建築設計 代表⇒ 新)檀建築設計㈱ 代表取締役
■ 2019 年度手続要覧日本語版の事前注文が参っており
ます。尚、MYROTARY から PDF 版での利用が可能
です。冊子版をご購入希望の方は注文表を回覧します

ので各自ご記入ください。1000 円/冊（各自実費）
■ 例会変更の案内が届いております。詳しくは週報あづ
まをご覧ください。
ビジター報告 【岡崎南ＲＣ】1 名
出席委員会 本日の出席率 71.15%(欠席 15 名)
前々回(10/24)修正出席率 100%(欠席 0 名)
公共イメージ向上委員会 ロータリーの友記事紹介
RCC 委員会 子ども食堂ココカラ視察について

ニコニコ委員会
☺ 近藤金作君
☺
☺
☺

☺

岡崎市消防長 井藤謙三様、本日の卓話宜
しくお願い致します。
杉田広喜君 岡崎消防本部の皆さんを歓迎します。
長坂勲君･小木曽進君 ニコに協力します。
岡田祥輝君 次回ソフトボール練習は、
2/17(火)18:30～三島小学校で行います。皆様宜しく
お願いします。
鋤柄英明君(3 年) 皆出席を喜んで。

11・12 月の例会予定
例会予定
11/28(木)12:30～
12/5(木)12:30～

例会会場

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
岡崎市竜美丘会館「501」 「クラブ年次総会」

12/14(土)18:00～
12/19(木)12:30～
12/26(木)

内容

名鉄グランドホテル

「年忘れ親睦家族例会」12/12(木)の例会変更です

岡崎市竜美丘会館「501」 「半期を振り返って」近藤会長・中根幹事
定款第 8 条第 1 節の規定により休会です
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 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）

ホテルグランドティアラ安城 1 階 11:30～12:30

三河安城

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

12 月 17 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 17 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 17 日（火） 豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

12 月 18 日（水） 豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

12 月 18 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 23 日（月） 豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

同好会便り
同好会
あづま会
ひよどり会
写楽会

開催予定日
12 月 20 日(金)

場所
未定

内容
忘年会

【あづま会結果 11/20】優勝：中根匡規君(N73/G108) 準優勝：鈴木公市君(N75/G94)
12 月 12 日(木)

チャーム

定例会

有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示
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