
page 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ｢ガバナー公式訪問｣  国際ロータリー第 2760 地区ガバナー 田中正規君 

ロータリーは各クラブが主体であり、地区はその運営をサポートするためのものです。ガバナーは各クラブの

助言者であり RI の伝道者です。今年 1 月に米国サンディエゴの国際協議会で言われたことは、「ロータリーは

世界に類の無いすばらしい団体である。地域や世界の発展のために力を尽くせるのはロータリーしかない。そし

てロータリアンはロータリーから多くの恵みを得ている。」とのことでした。今年度の RI 会長ロン D. バートン

さんは 2013-2014 年度 RI テーマを「ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES」とされました。日本語訳は

「ロータリーを実践し みんな豊かな人生を」となっています。私は「ロータリーに積極的に参加し、自分と周

りを磨き上げ、輝かしい人生に変えていこう」と理解しました。 ロータリーが行った調査で、ロータリーのこ

とを知らない人が大勢いること、ロータリーという名を聞いたことがあってもロータリーが何をする団体なのか

を知らないということが明らかになりました。そして判明したのはロータリアン自身がうまく説明できないとい

うことです。ロータリアン自身がロータリーをよく理解する必要があります。ロータリーは単なる奉仕団体や人

道団体に留まるものではありません。多様な職業の会員基盤のおかげで、他団体が見ることのできない課題や機

会を捉え、職業スキルを生かして奉仕します。ロータリーは、地域社会を少しずつ改善しながら、社会的な影響

をもたらしています。「国際奉仕」や「社会奉仕」という分類をしていますが、実際には「世界的な規模で地域

社会に影響を与えている」と言えるのです。この点でロータリーは無二の存在です。ロータリアンのブランドを

体現し、まず自分がなぜロータリアンとなったのか、ロータリアンであることは自分にとってどのような意味が

あるのか今一度考えておいてください。皆様と 1 年間、2760 地区のキャッチフレーズである「磨いて輝こう」

を意識し、ロータリー・テーマを実践し、有意義で達成感ある年度にしましょう。 
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 幹事報告 

■ 次週は定款第 6 条第 1 節の規定により休会です。お

間違えの無い様にお願いします。 

■ 11 月 3 日(日)第 16 回安城・岡崎ＲＣＣ少年野球サ

ークル交流戦が開催されます。開会式 9 時～安城市

総合運動公園ソフトボール場 A コートにて会長･会

長エレクト･副会長･副幹事･ＲＣＣ委員各位及び会

報委員長が参加されます。 

■ 11月7日(木)例会終了後第10回理事会を開催しま

す。理事役員の方は予定をしておいて下さい。 

 ビジター報告 10/17 サイン受付 20 名 
         10/24 サイン受付 45 名 

 出席委員会 10/17日出席率87.27%(欠席7名) 
      10/24日出席率92.59%(欠席4名) 

 前々回(10/3)修正出席率 100％(欠席 0 名) 

〃(10/10)修正出席率 96.36％(欠席 2 名) 

 ニコボックス委員会（10/17） 
 田中ガバナー・榊原地区幹事よりニコボックスへ多

額にいただきました。 

 青山俊次君･髙木政次君･三浦泰廣君･畔栁秀幸君･近

藤金作君 ガバナー田中正規様を歓迎いたします。 

 深田昭彦君･小木曽進君･石原靖増君･新浪勝也君 

田中ガバナー・榊原地区幹事のご来訪を心より歓迎

いたします。             （裏面に続く） 

  ｢職場例会｣  於：合資会社 八丁味噌（カクキュー） 

【10 月 24 日第 1953 回例会 会長挨拶】 

今月は台風が多く発生して 16 日には伊豆大島で大変な被害がでました。また 27 号や 28 号も発生するなど自

然環境が大変変わってきているかなと思われます。今月は職業奉仕月間です。今回は職場例会ということで会

場を変えて例会を行い、その後八丁味噌さんで職場見学をさせて頂きます。ロータリーの五大奉仕の中で職業

奉仕はクラブ奉仕に続く大切な奉仕です。毎年発行している計画書に書かれていることもとても重要ですが、

毎月月初めに行われている４つのテストも職業人にとってとても大切なことで決して忘れてはいけないことと

思います。また、前回と今回の会場設営など担当委員会の皆様、ご協力ありがとうございました。 

【卓話：(資)八丁味噌カクキュー早川久右エ門様】 

八丁味噌の由来はお城から八丁の距離にあるというところから来ています。ご先祖はもともと静岡の小田原で

味噌を作っていましたが、戦国時代の桶狭間での戦いで今川軍が敗れたことにより逃げてきました。そしてた

どり着いたのが岡崎でした。この辺りは川が多いので洪水も多く、湿気もあるので味噌は作りにくい環境でし

た。この環境に合わせて試行錯誤してできたのが硬く水分の少ない八丁味噌でした。近頃は味噌の売行きも落

ちてきてしまっています。そこで岡崎の地で将来の為に味噌を残していこうと、共同組合を立ち上げました。

地場産業として味噌を残すという意味でもこれからも頑張っていきたいと思っています。 

【優良従業員表彰：(資)八丁味噌カクキュー営業部 木村哲也様】 

30 年に亘り営業に従事され、伝統を守り伝え広めることに貢献された功績を評価され、表彰が行われました。 
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 金本孝美君 米山月間です。皆様のご協力をお願い

します。 

 長坂勲君 岡崎健康体操連盟 30 周年を無事迎える

ことが出来ました。 

 岩月鋹廣君 黒井さん大変お世話になりました。 

 加藤和志君 先日娘の20歳誕生日をJD(女子大生)

がたくさん祝ってくれました 

 ニコボックス委員会（10/24） 

 早川久右ェ門様 本日は弊社カクキュー八丁味噌に

お越しくださり有難うございます。 

 青山俊次君 ガバナー訪問お疲れ様でした。本日職

場例会宜しくお願いします。 

 酒井賢君 本日早川社長お世話になります。 

 安川政男君 早川社長歓迎いたします。 

 足立信雄君 ガバナーと 50 年ぶりにお会いするこ

とが出来ました。 

 小木曽進君 八丁魚光をご利用有難うございます。 

 金本孝美君 米山月間に対しご協力有難うございま

す。11 月第 1 例会にて一旦受付を締めます。 

 職業奉仕委員会 職業奉仕月間に関して 

 ロータリー財団委員会 ロータリーカード入会の

お願い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議報告：「地区社会奉仕･環境保全委員長会議」平成 25 年 10 月 18 日(金) 環境保全委員長 林孝夫 

10/18(金)第 1 回地区内クラブ社会奉仕委員長・環境保全委員長会議に出席してきました。 

講演では防災ボランティアの活動報告やＢＣＰ（事業継続計画）等の説明がありました。 

どの講演も知らない事、ためになる事が多く勉強になり、今後に活かせれたらよいと思いました。 

活動報告「第 16 回ＲＣＣロータリー杯交流少年野球大会」平成 25 年 1１月３日 ＲＣＣ委員長  南 鉉  

安城市総合運動公園にて安城ＲＣのホストの下、第１６回ＲＣＣロータリー杯交流少年野球大会( 安城対岡

崎 )が開催されました。当クラブからは、青山会長、高木副会長、三浦エレクト、近藤副幹事、市川直前会長、

深津ＲＣＣ副委員長、私の７名が出席しました。安城、岡崎共に選抜チームであり、白球を追う少年達は光り輝

いていました。試合は、ファインプレーもあって盛り上がり、３対１で安城選抜チームが勝ちました。ＲＣＣ野

球大会は安城と岡崎の少年野球を通じての交流ができ、また地域社会の貢献にも繋がったと思います。当日の天

気予報は曇りのち雨でしたが、晴れ男の青山会長のおかげで晴れてきました。 

    

  
  

10 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 

10 月 \10,000 \4,256 \630,000 \5,409 \88,000 

今年度累計 \10,000 \20,780 \660,000 \17,792 \473,000 
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１１の例会予定 

例会予定 例会会場 内容 

11/14(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館 ｢円滑なコミュニケーションをめざして｣ 前川みどり様 

11/21(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館 「委員長会議報告」生駒尚久君・酒井賢君 

11/28(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館 「ローターアクトクラブ活動報告」岡崎 RAC 会長 鈴木大裕君 

他クラブ例会変更・休会のお知らせ 

変更予定日 RC 名 サイン受付場所 

11 月 11 日（月） 豊田三好 保田ヶ池センター2 階事務局 18:15～19:15 

11 月 12 日（火） 岡崎南 岡崎ニューグランドホテル 11:30～12:30 

11 月 12 日（火） 岡崎城南 岡崎ニューグランドホテル 17:30～18:30 

11 月 13 日（水） 豊田東 トヨタホテルキャッスル 2 階 11:30～12:30 

11 月 18 日（月） 豊田三好 保田ヶ池センター2 階事務局 18:15～19:15 

11 月 18 日（月） 刈谷 刈谷商工会議所 3 階事務局 11:30～12:30 

11 月 22 日（金） 安城 碧海信用金庫 3 階事務局 11:20～12:30 

11 月 29 日（金） 西尾 KIRARA 西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30 

11 月 29 日（金） 安城 定款第 6 条第 1 節の規定により休会 

12 月 11 日（水） 岡崎 岡崎出雲殿 1 階ロビー 11:30～12:30 

12 月 11 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 12 日（木） 豊田 トヨタホテルキャッスル 1 階 11:30～12:30 

12 月 16 日（月） 豊田三好 保田ヶ池センター2 階事務局 18:15～19:15 

同好会便り 

同好会 開催予定日 場所 内容 

あづま会 11 月 27 日（水） 額田 GC 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・例会場にて掲示 


