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過去 3 回の修正出席率
10/2：100% 10/9：100% 10/23：99.53%
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本日の卓話
「ガバナー公式訪問 」
国際ロータリー第 276０地区
2014-15 年度ガバナー 近藤雄亮君
地区幹事
髙須洋志君

【11 月 6 日第 2001 回例会 会長挨拶】

●近藤ガバナープロフィール
生年月日：1947 年(昭和 22 年）9 月
20 日
所属ＲＣ：名古屋瑞穂 RC
職業分類：電磁応用製品製造
勤 務 先：三明電気㈱代表取締役会長
所 在 地：名古屋市瑞穂区牛巻町
6-10

先週土曜日、ワールドフード+ふれ愛フェスタに妻と孫３人を連れ行ってきました。生憎の雨ではありましたが、
金券５セットを全部使い地区ロータリーデーに参加協力してきました。
今月はロータリー財団月間です。皆さんにご負担をお掛けしますが、ご理解のほど宜しくお願い致します。
11 月 13 日(木)はガバナー公式訪問です。
メーキャツプを含めて全員出席になるようにご協力をお願いします。

前回の例会

「第 25 回インターアクト年次大会を終えて」 大会実行委員長

山内隆一君

７月２１日(月)海の日に行われた「第２５回インターアクトクラブ年次大会」の報告書ができました。
今大会は第 25 回の節目であり、地区分割(1987 年愛知と長野が分割)以前からの通算 51 回となります。歴
史と重みのある記念すべき大会です。当地区には 15 のＩＡＣクラブがあり、最初に設立されたのが豊川高等学
校で今年創立 50 周年になります。一番新しいクラブは 2009 年創立の愛知啓成高等学校です。ホスト校の光
ヶ丘女子高等学校は 1992 年創立になります。参加クラブも津島女子高等学校、丹羽高等学校が廃部になり春
日丘高等学校、愛知啓成高等学校が設立されました。年次大会のホスト役は設立順になっています。先回は 1999
年でホストを務め 100 名会員がおり大変賑やかな大会で、大会の内容も発表方式ではなく分科会方式でした。
今大会の運営にあたり、４つの基本を立てました。1.発表：１５クラブ１０分間の活動発表 2.講演：光ヶ丘高
校出身講師の講演 3.交流：参加した生徒間の交流を深めて今後の活動に活かす。4.おもてなし：ホストとして
心をこめて参加者をお迎えする。近年、活動発表がパフォーマンス化し趣旨が違ってきたため、発表時間を１ク
ラブ 15 分から 10 分に短くし、順番は抽選で決めホスト校の光ヶ丘女子高等学校には最後に発表していただき
ました。また光ヶ丘女子高等学校には歓迎セレモニーもお願いしダンス部に華麗で躍動感あふれる演技を披露し
ていただきました。講師として光ヶ丘女子高等学校出身の林曜子さんに「国際協力の道」を演題とし講演いただ
きました。また参加した生徒間の交流を深めるために、学校別での席割でなく初めから 8 名ずつのグループに
振り分けました。テーマ「夢を咲かそう」～あなたがあなたらしく生きるために～を考えてもらい、学校で「夢
を咲かそう」を校歌と一緒に歌い大会の最後に全員で合唱しました。明るくきびきびと会の運営、進行にあたり
本大会を大成功に導いた光ヶ丘女子 IAC の皆さんにはこれからは例会にも参加していただき、話し合いや助言
などできたらと思います。本大会の運営に携わった経験は今後の生活のおいて大きな財産となることを確信いた
します。来年度は千種高等学校がホスト校、名東ＲＣがホストクラブとなり準備に入っております。今大会を契
機として 2760 地区インターアクトクラブの活動が飛躍することを念願して大会の報告といたします。

インターアクト年次大会実行委員長 山内隆一君

11 月お誕生日おめでとう！

卓話：インターアクト年次大会を終えて

卓話者山内君と新浪副会長

皆出席おめでとう！

ようこそ！本日ビジターの皆様
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 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。
■ 来年 2 月 4 日 RI 会長を御迎えしての「ジャパン.ロ



ビジター報告 [岡崎 RC]2 名 [岡崎南 RC]１名

 ニコボックス委員会
 三浦泰廣君 先週ニコ協力忘れてしまいました。
 山中 一君 今月 9１才になります。
 岩月鋹廣君 また出てきました。宜しくお願いします。
 山内隆一君 本日卓話をさせていただきます。
 浅岡謙治君 ロータリーの友 11 月号の表紙に写真

ータリーデーⅡin 東京が」開催されます。参加希望
の方は幹事までお申し出下さい。
■ 12 月 20 日(土)21 日(日)岡崎市民会館にて光ヶ丘
クリスマスページェントが開催されます。参加希望
の方は幹事までお申し出下さい。
が載ります。
■ 11 月 8 日(土)地区審議会に三浦会長が出席します。
 長坂勲君･草野信隆君 ニコに協力します。
■ 11 月 9 日(日)RLI 研修パート 1 に浅岡会長エレク
 橋本義紀君 近藤幹事さん、先日はありがとう。
トに出席して頂きます。
 小木曽進君･杉田雄男君･新浪勝也君･山内隆一君
■ 11 月 9 日(日)豊川高校インターアクト創部 50 周年
皆出席を喜んで。
式典に山内地区ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員に出席して頂きます。
 岩崎靖彦君 ワールドフードふれあいフェスタに行
■ 岡崎東ＲＣ会員名簿がレターケースに入れて有りま
ってきました。
すのでご確認願います。
 ロータリー財団委員会 11 月はロータリー財団
■ 本日例会終了後ローレライにて定例理事会を行いま
月間です。ご寄付のご協力をお願いします。お帰り
すので理事役員の方は出席をお願い致します。
の際はご浄財をお願いします。
 出席委員会 本日の出席率 89.29%(欠席 6 名)
前々回(10/23)修正出席率 99.53％(欠席 1 名)

11・12 月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

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

12/4(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」 「クラブ年次総会」

12/13(土)18:00～

名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ

「年忘れ親睦家族例会」※12/11(木)からの例会変更です。

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 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）

ホテルグランドティアラ安城 1 階 11:30～12:30

三河安城

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

12 月 16 日（火） 豊田中

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

12 月 17 日（水） 豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

同好会便り
同好会

開催日

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
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