41 期【No.18】第 1957 回例会
2013/11/28

過去 3 回の修正出席率
10/17：96.36

10/24：98.21% 11/7：98.27%

｢ローターアクトクラブ活動報告｣

本日の卓話

岡崎ローターアクトクラブ会長

鈴木大裕様

【11 月 21 日第 1956 回例会 会長挨拶】
日本で最初の RC は 1920 年(大正 9 年)10 月にアメリカダラス RC をスポンサーとして東京 RC が創立され、
翌年世界で 855 番目のクラブとして国際ロータリーに加盟承認されました。その東京 RC の会長に就任したのが
米山梅吉さんで日本人第 1 号のロータリアンです。又その米山さんと尽力した人に福島喜三次さんがいます。三
井物産に勤めアメリカダラス RC の会員でした。帰国後、東京 RC の創立会員になったものの大阪勤務となり、
1923 年に大阪 RC の創立者となり日本に 2 番目のクラブが誕生致しました。
ロータリーには五つの奉仕があります。その一つに国際奉仕があり、その中に米山奨学委員会があります。日
本国内で学ぶ外国人留学生を支援する日本の全 RC の合同プロジェクトです。世界に平和な日本を理解してもら
うためアジア諸国から留学生を迎え入れる事が国際奉仕事業ではないかという理念のもと、米山梅吉氏の功績を
偲び東京 RC で始められた米山基金が全国 RC へ広がり 1967 年 7 月に文部省(現在の文部科学省)から公益財団
法人の許可を得るに至っております。米山記念奨学事業の特長は、世話クラブ・カウンセラー制度によってロー
タリーの心、日本の心を伝える真の交流が出来る点に有ると言われております。年間約 800 人の奨学生を支援す
るために必要な事業費は全国のロータリアンからの寄付で支えられています。2013 年度は１３億３千万です。
余談ですが岡崎の米山寮とは全く関係ありません。
フィリピン中部ビサヤ諸島を襲った台風 30 号は観測史上最大の台風と言われております。ユニセフの被害状
況報告ですと、被災した人 1300 万人/今すぐ支援が必要な子供の数 500 万人/家屋失い避難民となった人の数
190 万人です。現在支援に携わる国は 22 カ国、活動を行っている国は 50 カ国です。少しでも早くの復興を願
うところで有ります。この災害に対し義援金のご協力をお願いします。ご理解頂きます様宜しくお願い致します。

前回の卓話

｢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

会員増強/退会防止委員長（生駒尚久君）
現在の目標としましては来月までにあと２人新たに迎えたい、そして今後女性会員ももう少し増やしていきたい
と考えています。私が会員になった当初、出席することが大事だと言われました。ロータリーに入ったことで交
友関係が増え、仕事面でも多くの方にお世話になることがありました。色々な先輩から色々な言葉を貰いました。
そういった面でも例会はとても大事だと思います。名前だけ加入させているのでは意味がありません。もっと例
会に出席してみなさんで交流をしていきましょう。
職業奉仕委員長（酒井賢君）
職業奉仕というものは、入口は分かりやすく入りやすいが、奥が深くて中々難しいと言われます。1900 年頃
経営コンサルタントをされていた方が「事業が発展するための条件としてサービス学があると言い、シカゴでは
当時多くの会社が潰れていましたが、これを取り入れ実行していた会社の多くは生き残りました。最もよく奉仕
する者、最も救われる。という言葉があります。最近ではロータリーの人数が減ってきていることもありますの
でみなさんも原点回帰をしてみて下さい。

卓話：生駒会員増強委員長



卓話：酒井職業奉仕委員長

入会式：杉田広喜君

出席委員会

本日の出席率 84.74%(欠席 9 名)
前々回(11/7)修正出席率 98.27％(欠 席 1 名)
page 1




本日ビジターの皆様

入 会 式 新会員 杉田広喜君
ビジター報告 [岡崎 RC]2 名 [岡崎南 RC]1 名

■ 先週入会されました三城偉央君の所属委員会はクラ

ブ奉仕/会場委員会、四大奉仕/インターアクト委員
会に決定しました。
■ ガバナー事務所より台風 30 号によるフィリピンへ
の支援について要請が来ております。

**新会員 杉田君プロフィール**
氏名：杉田広喜（すぎた こうき）
会社名：杉田珪石㈱ 代表取締役
職業分類：珪砂製造業
誕生日：＊＊＊＊＊＊＊＊＊
住所：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

 ニコボックス委員会
 青山俊次君･市川幾雄君･畔栁秀幸君･柴田健吉君

新会員の杉田君の入会を歓迎します。
本日入会させていただきます。
 幹事報告
本日会員増強委員会報告の卓話をさせ
■ ガバナー事務所より地区プロジェクト引き渡し式
ていただきます。
マカオグランプリを見てきました。
(3/4～3/7 ベトナムチャウホア幼稚園改築工事)の
案内が来てます。参加希望の方はお申し出ください。  酒井賢君 本日職業奉仕委員会報告の卓話をさせて
いただきます。
■ 第 47 回 13 クラブ親善スポーツ大会打合せ会が
 坂野弘君 椙山君が家電事業部(電気ストーブ製造
11/25(月)18 時より竜美ヶ丘会館にて開催されま
販売)を始めました。
す。親睦委員会の中根君･金本君が参加されます。

長坂勲君 ニコに協力します。
■ 本日 17 時より西三河中分区会長幹事会が岡崎ニュ
 新浪勝也君 川上憲伸が来季ドラゴンズの契約した
ーグランドホテルにて開催されます。
ことを歓迎します。10 勝はして欲しいです。
■ 11 月 24 日(日)の地区大会に参加される方は東岡崎
10:06 発快速特急に乗車します。終了後「うを勝」  環境保全委員会(林君) 岡崎市立形埜小学校 140 周
年記念事業参加の報告
にて慰労会を行います。
新会員：杉田広喜君

 杉田広喜君
 生駒尚久君

活動報告：

「地区大会」

1１月 23 日(土)・24 日(日)

12 の例会予定
例会予定

例会会場

内容

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

12/19(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館

「ﾋﾞｼﾞｭｱﾙｽﾎﾟｰﾂ ﾊﾞﾄﾝﾄﾜｰﾘﾝｸﾞ」日本バトン協会理事 戸田里美様

12/26(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館

「半期を振り返って」会長 青山俊次君/幹事 畔栁秀幸君

「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 29 日（金） 西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 2 階

11:30～12:30

12 月 10 日（火） 西尾

西尾信用金庫中央支店 2 階

11:30～12:30

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

あづま会

未定

未定

定例会

ひよどり会

12 月 12 日（木）

チャーム

忘年会

写楽会

内容

有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて掲示
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