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【10 月 30 日第 2000 回例会 会長挨拶】 

今日の例会は 1973 年のクラブ設立から 2000 回目の例会となります。40 年余の長い年月、岡崎東Ｒ

Ｃの伝統と格式を築かれた先輩の方々に心より感謝申し上げます。 

10 月 26 日(日)にＲＩゲイリー・ホアン会長が唱える地域社会でロータリーの存在感を高める「ロータ

リーに輝きをもたらしてください」の趣旨にそって、ロータリーデーの実践をいたしました。岡崎平和学

園の児童 38 名、会員 27 名その家族 12 名・ＲＡＣ3 名・農遊会 8 名の総勢 88 名によって、広大なサ

ツマイモ畑で収穫体験を実践し、笑顔と満足感でたいへん有意義なロータリーデーが実践されました。 

   「ガバナー補佐訪問」西三河中分区ガバナー補佐 桐渕利次君(岡崎城南 RC) 

ロータリー創立 15 年後、日本で東京ＲＣが誕生し、3 年後関東大震災が起こりました。ＲＩ会長から励まし

の電報と多大な支援が届き、東京ＲＣはロータリーの世界的な結束力を再認識しました。そして敗戦後、西三河

に次々とロータリーが誕生し拡大。そして日本で国際大会が開催され、大阪万博会場で例会が行われ、愛・地球

博ロータリー館を建て、ロータリー創立 100 周年記念に、おおだの森植樹などロータリークラブの結束した活

動が行われました。 

ロータリーは 20 世紀初期シカゴで信頼できる４人の仲間が一人一業種、定例の会合を開いて親睦と互恵を目

的として発展しました。親睦から奉仕へとロータリー心における大転換が行われたのは、社会奉仕の父ドナルド･

カーターと、職業奉仕理念を確立したアーサー･Ｆ･シェルドンの入会によります。1930 年ロータリー25 周年

記念大会、この頃までにロータリーの奉仕理念は完成されました。奉仕理念を完成し四大奉仕理念を確立したロ

ータリーは、第二次大戦後を境にＲＩ職業奉仕委員会が廃止され、ロータリーはＲＩ主導型の大型奉仕プロジェ

クトに傾倒していきます。またロータリー創立 100 周年を迎えるにあたり、新たな提唱が行われ五大奉仕とな

り今年度に至っております。 

今年度のＲＩ会長のテーマは「ロータリーに輝きを」で５つの協調事項を掲げています。そしてガバナー (近

藤雄亮ガバナー･名古屋瑞穂ＲＣ) 方針は「集まろう・語ろう・楽しもう」です。地区行動指針は出会いと人生

哲学形成の機会としてロータリー行事への積極的参加、様々な業種や年齢性別などの多様性の再認識、医療や青

少年問題を中心に地域に密着した奉仕活動、会員増強の４項目を掲げています。 

ガバナーの考え方は、歴史に学び、現在を考え将来どうすべきか。創始者ポール･ハリスの言葉のようにロー

タリーが常に進化するために創立 100 年に際し様々な提案（ＤＬＰ地区リーダーシッププラン、ＣＬＰクラブ

リーダーシッププラン、ＲＩ戦略計画、財団未来の夢計画）がされています。ＲＣセントラル My Rotary 会員

専用サイト、クラブの年度目標を立て進捗状況を確認し目標を達成するため、世界の３分の１のクラブが登録完

了している。マイプロフィールの職業や趣味を通じて国際大会での交流機会、世界のロータリアンとの親睦と奉

仕に My Rotary は活用されています。日本の会員数は 1996 年 13 万人をピークに 3 割以上減少し、この急

激な会員の減少によって公共イメージの向上が緊急課題となり、ロータリーデー(一般の人と一緒になって行う

地域密着型イベントを行う日)で、公共イメージと認知度の向上を目標として、各地区クラブが開催されるよう

承認されてます。ポール・ハリスとその仲間たちのように、近藤雄亮ガバナー公式訪問をあたたかくお迎えいた

だきたくお願い申し上げます。 

ガバナー補佐訪問 西三河中分区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 桐渕利次様 卓話者桐渕様と髙木勝様・永田裕様 ようこそ！本日ビジターの皆様 

本日の卓話 「第 25 回インターアクトクラブ年次大会を終えて」 
会員（大会実行委員長） 山内隆一君 
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過去 3 回の修正出席率 
 9/25：98.18% 10/2：100% 10/9：100%  
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 ご来訪者 西三河中分区ガバナー補佐 桐渕利次様 

地区事務局長 髙木勝様、分区幹事 永田裕様 

 幹事報告(近藤幹事) 

■ 11 月のロータリーレートは１ドル 106 円です。 

■ 11 月 1～3 日久屋大通公園にて「ワールドフード

＋ふれ愛フェスタ」が開催されます。チケットがな

くても参加できますので是非ご参加ください。 

■ 11 月 1 日(土)形埜小学校学芸会に三浦会長･石川環

境保全委員長が出席されます。 

■ 本日は第 2000 回例会となります。ささやかなお祝

い品をお持ち帰りください。 

■ 本日例会終了後、４階「末広の間」にて第４回クラ

ブアッセンブリーを行います。関係者の方はご出席

をお願いします。 

 出席委員会 本日の出席率 96.36%(欠席 2 名) 
前々回(10/9)修正出席率 100％(欠席 0 名) 

 ビジター報告 [岡崎 RC]1 名 [岡崎南 RC]１名 

 ニコボックス委員会 
 西三河中分区ガバナ-補佐桐渕様･地区ガバナ-事務長

高木様よりニコに協力いただきました。 

 岡崎南 RC 岡田庸男様 2000 回例会おめでとうご

ざいます。 

 岡崎東 RC 出席全会員より 2000 回例会を祝いニコ

に協力いただきました。 

 足立汎和君･小木曽進君･浅岡謙治君 桐渕ガバナ-補

佐を歓迎します。 

 市川幾雄君 七ヶ浜ロータリーで晩飯を食べました。 

 青山俊次君 市川さん七ヶ浜RC訪問お疲れ様でした。 

 森洋子君 芋掘りの際、お客様に軍手を寄付してもら

いました。 

 新浪勝也君 芋をたくさんいただきました。 

 坂野弘君 ロータリーデーの芋掘りご協力ありがと

うございます。 

 草野信隆君 芋掘り楽しかったです。 

 中根匡規君 草野さん、浅岡さん写真をありがとうご

ざいます。 

 生駒尚久君 芋掘りの時の写真が東海愛知新聞に載

りました。 

 三城偉央君 ニコに協力します。 

 島田英太君 米山月間にご協力有難うございます。 

 岩崎靖彦君 ワールドフードフェスタのチケット購

入有難うございます。 

 長坂勲君 西脇さんありがとう。 

 小林清文君･石川雅規君 西脇さんお世話になりました。 

 西脇謙二君 小林さん･石川さんお世話になりました。 

 宇野弘隆君 光ヶ丘合唱部が全国大会で金賞をもら

いました。 

 広報委員会 今週末 11 月 1～３日「ワールドフー

ド＋ふれ愛フェスタ」が開催されます。チケット 25

枚購入と１社広告協賛ありがとうございました。 

 社会奉仕委員会 ロータリーデーにご協力有難う

ございました。 

 米山奨学委員会 52 名の方に寄付をいただき 88

万円でもう一息です。ご協力宜しくお願いします。

 

活動報告： 「ロータリーデー イモ掘り収穫体験」 １０月２６日(木) 社会奉仕委員長 坂野 弘 

ロータリーデー開催に伴い、岡崎平和学園の子供たちと共にイモ掘り収穫体験をＮＰＯ法人岡崎農遊会様のご

協力のもと無事開催できました。初め少し緊張した子供たちもイモ掘りが始まるや歓声をあげて楽しんでいまし

た。この声を聞いただけで大成功だったと思います。大物賞を用意しましたので計測に来る子供たちの生き生き

とした顔は忘れ難いものとなりました。参加人数 ８８名。２８日(火)東海愛知新聞に記事紹介されました。 

会議報告： 「地区内クラブ社会奉仕委員長会議」 １０月３０日(木) 地区社会奉仕委員 酒井 賢 

第１回地区内クラブ社会奉仕委員長会議が１０月３０日(木)名鉄グランドホテルで

開催され、社会奉仕委員長の坂野弘君と私が出席して参りました。１部講演、２部懇親

会の構成で、社会奉仕「災害の備えについて」、環境保全「あいち生物多様性戦略２０

２０」、ＲＣＣ「ＲＣＣ事業の立上げ方法」について講演を聞きました。２部懇親会で

は、他クラブの方達と意見交換をいたしました。半日ですが、充実した内容でした。 
 

活動報告： 「形埜小学校学芸会・助成金贈呈式」 １１月１日（土） 環境保全委員長 石川雅規 

形埜小学校水質検査活動への助成贈呈式に参加しました。子供たちより木の芽学習の

活動内容、乙川の水質検査の結果などについて発表があり、その後三浦会長より助成の

贈呈式が執り行われました。子供たちの教育活動に今後支援していくことが地域の環境

改善にもつながり、ロータリーとして社会奉仕活動の一環としてお役に立てると感じま

した。  

参加報告：「第２回ワールドフード＋ふれ愛フェスタ」１１月１.２.３日 広報委員長 岩崎靖彦 

第２回ワールドフード＋ふれ愛フェスタが名古屋栄・久屋大通り公園にて開催されました。たくさんの屋台ブ

ースやイベントがあり、世界の食や文化を食べて見て感じることができました。和やか・賑やかな雰囲気のなか、

楽しむ事が出来ました。地区ロータリーデーとして、一般への公共イメージと認知度の向上となったと思います。 
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11 月の例会予定 

例会予定 例会会場 内容 

11/13(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「ガバナー公式訪問」ガバナー 近藤雄亮君(名古屋瑞穂 RC) 

11/20(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「環境推薦地区ぼくたちわたしたちの形埜」形埜小学校の皆さん 

11/27(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「国づくりにむけた若者たちの役割」世界平和ﾌｪﾛｰ 水野真希様 

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 10 日（月） 豊田三好 保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15 

11 月 11 日（火） 西尾 西尾信用金庫 中央支店 2 階事務局 11:30～12:30 

11 月 12 日（水） 知立 ホテルクラウンパレス知立 501 号 11:30～12:30 

11 月 21 日（金） 安城 碧海信用金庫 3 階事務局 11:30～12:30 

11 月 24 日（月） 豊田西・豊田三好 法定休日の為休会 

11 月 25 日（火） 西尾 西尾信用金庫 中央支店 2 階事務局 11:30～12:30 

11 月 26 日（水） 豊田東 ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30 

11 月 26 日（水） 知立 ホテルクラウンパレス知立 501 号 11:30～12:30 

12 月 3 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 10 日（水） 豊田東 ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30 

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

12 月 16 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 16 日（火） 岡崎城南 岡崎ニューグランドホテル１階 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 12 日（水） 葵 CC 定例会 

ひよどり会   11 月 13 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 


