45 期【No37 号】第 2159 回例会

【本日の例会】

「

2018/6/7
（過去 3 回の修正出席率 4/26:100% 5/10:100% 5/17:100%）

新入会員卓話

」

鈴木公市君・清水幹良君
6 月はロータリー親睦活動月間です

【前回の会長挨拶】
【生駒会長挨拶】前回の例会の日帰り親睦家族例会は大変楽しませていただきました。
特に親睦委員会の方々には大変お世話になり有難うございました。普段行けない所で食
事も頂け、またコースも良く、参加していただいた皆様には満足していただけたかなと
思います。本日は岡崎ＲＡＣさんとの合同例会という事で久しぶりにお邪魔しました。
以前新世代委員長･ＲＡＣ委員長の時に何度か参加しました。一番の思い出は一緒に餃子
を作って食べた事です。県内のアクターが岡崎公園に集まって活動した覚えもあります。
印象に残っているのは三重県の女の子で教員をやりながらアクトもやって活発で前向き
な子でした。今ここにおられるローターアクトの方々は会社員の方が多いと思うのですが、出来れば岡崎市民
と一緒に活動したり、市民の目線で岡崎の将来の事を考えていけばより良い未来の岡崎に発展していけるので
はないかと思いますが皆さんいかがでしょうか。
【中谷ＲＡＣ会長挨拶】岡崎ＲＡＣ会長を務めさせていただいております中谷ちひろと
申します。本日は岡崎東 RC 様との初めての合同例会です。この様に皆様と一緒に何か
するという事は特別な経験であります。日頃ＲＣの方々と関わりを持つことは会長･幹事
以外中々無いのですけが、これだけの多くの方々に支えられているという事を忘れず、
また来期以降も交流の場が増えていければいいなと思っております。本日は岡崎ＲＡＣ
の一年間の活動報告と、岡崎の「街の活動」について紹介させて頂く形になりますが、
どうぞよろしくお願いいたします。

【前回の例会】出張例会 岡崎ローターアクトクラブとの合同例会

図書館交流プラザ「Libra」

岡崎４ロータリークラブに提唱をいただいている我が岡崎ローターアクトクラブは、現在男性７、女性６の計
13 名で活動を行っています。今年度の主な活動内容として、岡崎 4RC（岡崎・南・東・城南）会長を招いての
例会の開催や三河４RAC（岡崎・豊田・豊橋・田原）合同例会の開催。クラブ奉仕としてチャリティイベントや、
社会奉仕として児童養護施設の皆さんとの協力活動も行い、地区行事では長野で他県のクラブとの交流や、国内
研修では大阪へ伺い献血活動のお手伝いも行いました。（国内研修の来期ホストは私共が勤めさせていただきま
す。）また地区年次大会では、当クラブが『最優秀クラブ賞受賞』という大変喜ばしい出来事もありました。そ
の他は、インターアクト年次大会やＷＦＦ（ワールドフードふれあいフェスタ）、菅生川一斉清掃など、多方面
活動へも積極的に参加をしてクラブ員同士や色々な方々との交流を深め合いました。また「岡崎ルネサンス」と
銘打つ、多方面で活躍されている岡崎の人達が、様々な角度から岡崎の魅力を再生・復活・発信していくという
市民活動も、ローターアクト会員みんなの観点で考え、伝えてゆければと思っております。今後とも私達の活動
に対するご理解ご協力ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします。

金本青少年委員長 趣旨説明

岡崎 RAC 活動報告

梅村副会長よりお礼のご挨拶
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幹事報告(安井健次君)
■ 6/2(土)愛知青年の家にて第５回地区インターアクト

 小木曽進君･池田正君･金本孝美君･酒井賢君･佐野真琴

委員会が開催され、山内地区インターアクト委員･三城
次年度地区インターアクト委員が出席します。
■ 名古屋東山ＲＣより例会場及びビジターフィー変更の
お知らせが届いています。
（7/5～ストリングスホテル
名古屋・ビジターフィー4,000 円）
■ 6/14(木)午後 6 時～現･次年度合同クラブアッセンブ
リーを魚清にて開催します。又「申し送り書」未提出
の方は幹事までご提出ください。





副幹事報告(坂野弘君)


■ 6/7(木)11 時～次年度第 4 回理事会を開催します。

次年度役員理事の方はご出席お願いします。
ビジター報告 【5/31 サイン受付】28 名
出席委員会
本日の出席率 76.60%(欠席 11 名)
前々回(5/17)修正出席率 100%





ニコボックス委員会
 生駒尚久君･野村政弘君･坂野弘君

岡崎ローターアク
トクラブ様、本日は合同例会宜しくお願いします。

君･長坂勲君･清水幹良君･林孝夫君･三浦泰廣君･岩崎
靖彦君･新浪勝也君 岡崎ロータリーアクトクラブ様
との合同例会を楽しみにしております。
三城偉央君 岡崎東ロータリークラブの歳に追いつき
ました。今日４５歳になりました。
杉田広喜君 先日の親睦日帰り家族例会に多くの御参
加頂きましてありがとうございました。
西脇謙二君 日帰り家族例会お疲れ様でした。楽しい
1 日を過ごす事が出来ました。有難うございました。
長坂貴之君 日帰り家族例会は一家で楽しませて頂き
ました。腰のオペも成功しました。まだまだ踊ります。
鈴木公市君･鋤柄英明君･金本孝美君･宇野弘隆君･稲垣
寿君･倉内充雄 日帰り家族例会大変楽しかったです。
ありがとうございました。
事務局 河内千栄子さん 日帰り家族例会大変楽しか
ったです。親睦委員会の皆様ありがとうございました。

５月の DONATION
ロータリー財団

財団小銭寄付金

米山奨学会

米山小銭寄付金

ニコニコ BOX

５月

\0

\4,581

\0

\0

\79,000

今年度累計

\742,400

\44,209

\989,200

\35,469

\895,500

６月の慶祝
会員誕生日

おめでとうございます

三浦泰廣君(S23.6.2.)
奥様誕生日

足立憲彦君(S32.6.5)

おめでとうございます

酒井賢君 久美子様(6.12)

結婚記念日

小出一輔君(H4.6.5)

おめでとうございます

足立憲彦君(H8.6.20)
皆出席

新浪勝也君 頼子様(6.28)

おめでとうございます

野村政弘君(S63.6.12)
入会記念日

長坂勲君(S13.6.29)

生駒尚久君(H9.6.12)

三浦泰廣君(H11.6.10)

鈴木圭介君(H21.6.4)

おめでとうございます（5 月入会者）

小出一輔君(2 年)

長坂貴之君(1 年)

６月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

６/14(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「家庭にかわる子どもたちのお家」岡崎平和学園小笠原寛様
6/21(木)12:30～
6/28(木)18:00～

岡崎市竜美丘会館「501」 「一年を顧みて」会長 生駒尚久君・幹事 安井健次君
アクアガーデン迎賓館

「最終親睦夜間例会」
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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

6 月 18 日（月）

豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

6 月 19 日（火）

西尾

西尾信用金庫中央支店 204 号室 11:30～12:30

6 月 22 日（金）

安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

6 月 22 日（金）

西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30

6 月 25 日（月）

豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

6 月 25 日（月）

豊田三好

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

6 月 26 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

6 月 26 日（火）

岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

6 月 26 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 7 階 17:00～18:00

6 月 26 日（火）

西尾

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

6 月 27 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

6 月 29 日（金）

安城/西尾 KIRARA

定款により休会

♪♪ ＡＺＵＭＡ 気まぐれグルメコーナー ♪♪

第 11 回

岩崎靖彦君

お肉の美味しいダイニングバー「ＳＨＩ－ＴＡＮ」
私の会社のすぐ横にあるダイニングバー シタン。 何気に行ってみたらロー
ストビーフがとても美味しかったです。 また海外より逆輸入のロール寿司・
パスタ・海老チリ丼などメニューも様々ですが、やはりお肉は絶品なのでぜひ
ご堪能いただければと思います。もちろんお酒も豊富です。
住所：岡崎市伊賀町東郷中 79-22
ＴＥＬ0564-24-2821
営業時間：ランチ 11:30～14:00 ディナー18:00~24:00（週末 26 時まで）火曜定休日

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

6 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
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