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【11 月 14 日第 1955 回例会 会長挨拶】 

今年は特に秋が短く、スポーツの秋･食欲の秋又天高く馬肥ゆる秋を余り感じることが出来ませんでしたが、流

石にこの２～３日前から急激に寒く成って参りました。やっと例年並みの寒さに成ったのでは無いかと思います。

北の地方では意外にも例年よりも早い積雪もあるようで、日本も本格的な冬支度に入ったようです。昔、岡崎で

冬を感じたのは、岡崎の康生町に有りましたスポーツガーデンの野外スケート場でした。残念ながら平成 15 年

に閉鎖されてしまいましたが、沢山の若者が楽しんでいました。又、これからはスキー場も順次オープンします。

子供の頃、田舎でしたので良く雪が降りました。雪が積もると背戸の竹薮からモーソー竹を切り、割って即席の

スキーを作り滑った思い出が有ります。27～8 歳頃、仕事の関係のお得意様がひるがの高原に別荘を購入された

為仕事を兼ねて家族で行きました。丁度近くのスキー場がオープンして、スキー場と言うものを初めて見ました。

子供の頃の竹スキーを思い出して家族の前で良い所を見せようと早速スキーを履きましたが、立つことも出来ず、

ましては曲がる事も止まる事もままならず、そのまま田んぼに突っ込んだ思い出があります。その時に大変悔し

く、その後 12～3 年程毎年スキーへ行きました。まだまだ若い頃でしたので、時には赤倉辺り迄車で行っており

ました。しかし、流石に今は転んで骨折でもしようものなら家族に迷惑がかかりますのでここ何十年は行ってお

りません。さて、私の故郷足助の香嵐渓では今月の 1 日～12 月 1 日迄もみじ祭りが開催されます。夕方から 9:00

迄夜間照明がされています。飯盛山に有る 4000 本のもみじが水銀ナトリウム灯でライトアップされ黄色や紅で

飯盛山が燃えている様なそんな晴らしく見えます。今月の半ば辺りが一番の見所のようです。足助の住人だった

頃は山の紅葉には余り関心が有りませんでしたが、この頃は紅葉を身みると何か哀愁を感じます。そんな年頃な

のでしょうか？皆さんも一度時間が有りましたら是非足助の紅葉を楽しんでみたらいかがでしょうか？

 出席委員会 本日の出席率 87.93%(欠席 7 名) 
前々回(10/24)修正出席率 98.21％(欠 席 1 名) 

 入 会 式 新会員 三城偉央君 

 ビジター報告 [岡崎RC]3 名 [岡崎南RC]1名 

   ｢円滑なコミュニケーションをめざして｣   FM 豊橋 FM 岡崎パーゾナリティー 

                       前川みどり様 

今回は表現についてお話したいと思います。表現というのは言葉に出していなくても、立っているだけ座って

いるだけでも、その表現の１つで動きを見ているだけの私たちでも何となく感情を感じ取ることが出来ます。家

族や友人と普通に話すことが出来ても大勢の人前で話すとなるととたんにハードルが上がり、苦手だという方も

多いと思います。しかし実際には１対１で話すのも大勢の前で話すのも能力に変わりはありません。違うのは人

に見られているという意識の違いでつい緊張してしまうからです。そこで毎日の生活の中でおいしいものにおい

しいと言ったり、どういう風においしかったかとかを考えて話すようにしてみましょう。考えて話すことで、言

葉での表現の仕方が変わってくると思います。褒めることはその人に影響を与えます。また褒めてもらった人は

褒めてくれた人に好意を持つことにもなります。人を褒めるのが苦手な方はまず奥様など、身近な人から褒める

練習をしてみましょう。身近な人に出来るようになれば、友達や会社の従業員の方たちにもできるようになりま

す。好意を持っている相手のために働くことは苦にならなくなり良好な関係を築くこともできると思います。家

に帰ったら身近な方をよく観察して、褒める練習をしてみて下さい。 

加藤ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長と前川みどり様 卓話：前川みどり様 入会式：三城偉央君 

 
ようこそ！本日ビジターの皆様 

本日の卓話 ｢委員長会議報告｣  会員増強/退会防止委員長 生駒尚久君 

職業奉仕/職業表彰/職業情報委員長 酒井賢君 
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過去 3 回の修正出席率 
 10/10：96.36%  10/17：96.36 10/24：98.21%   

 

前回の卓話 
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 幹事報告 

■ 理事会報告 

・新会員最終承認の件(杉田広喜氏･三城偉央氏) 

・ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ年次大会実行委員会承認の件． 

・形埜小学校創立 140 周年記念式典祝儀の件． 

・ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ交流会登録料の件． 

・年末年始事務局休みの件(12/28～1/5) 

■ 11 月 16 日(土)形埜小学校創立 140 周年記念式典

に会長幹事･林環境保全委員長が出席します。 

■ 11月24日(日)の地区大会に参加される方は東岡崎

駅に 10 時集合です。終了後「うを勝」にて慰労会

を行います。 

■ 11 月 21 日(木)17 時より岡崎ニューグランドホテ

ルにおいて西三河中分区会長幹事会が開催されます。 

 ニコボックス委員会 
 青山俊次君･市川幾雄君･野村政弘君･畔栁秀幸君･柴

田健吉君 新会員の三城君の入会を歓迎します。 

 三城偉央君 本日より入会させていただきます。 

 池田正君 先週 7 日に年寄の自転車大会に選手とし

て参加し結果は 5 位(50 組中)でした。 

 草野信隆君･長坂勲君･小木曽進君 ニコに協力します。 

 小林清文君 深田先生お世話になりました。 

 原田耕平君 本日職業奉仕のため早退します。 

 髙木政次君 少年野球大会に行ってきました。 

 手嶋明君(写楽会) 入口ホールにて尾瀬沼の写真掲

載しています。皆様ご覧になってください。 

 

新会員：三城偉央君 

***新会員 三城君プロフィール*** 

 

氏名：三城 偉央（さんじょう ひでひさ） 

会社名：㈱三城商会 代表取締役社長 

職業分類：建設資材販売 

誕生日：＊＊＊＊＊＊＊ 

住所：＊＊＊＊＊＊＊＊ 

活動報告： 「形埜小学校創立 140 年記念式典及び助成金授与」 1１月 16 日(土)  環境保全委員長 林孝夫  

11 月 16 日（土）形埜小学校の学芸会並びに創立 140 周年記念式典に青山会長、畔柳幹事と私の 3 人で出

席してきました。式典の中で当クラブから環境保全助成金の贈呈をしました。また、形埜小学校からは 20 年

に亘る助成金の支援に対し感謝状をいただきましたので報告させていただきます。 

   

11･12 の例会予定 

例会予定 例会会場 内容 

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 

12/5(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館 「クラブ年次総会」 

12/14(土)18:00～ 名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 「年忘れ親睦家族会」（12/12(木)の例会変更です） 

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 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 17 日（火） 岡崎南 岡崎ニューグランドホテル 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 17:30～18:30 

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 未定 未定  

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 


