4３期【No.2】第 203３回例会
（過去 3 回の修正出席率

【本日の卓話】
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「思いが変われば、出会いが変わる」筆文字作家

）

自由王照平様

【前回の会長挨拶】（第２０3３回例会）
岡崎東 RC の第４３代会長を仰せつかり非才の身には甚だ重く感じられる大任ですが、
会員皆様方のご支援をいただき責務を全うしたいと存じますので何卒ご指導･ご鞭撻を
賜ります様よろしくお願い申し上げます。
今年度は地区大会ホストと言う大役があります、この大会を成功裏に終わらせる為に
も例会を通じての人と人との交流が生きてくる事は間違いありません。この大役を乗り
越えることによってクラブの団結力が増し、また会員相互の絆が深まり、素晴らしいク
ラブへと成長・発展していく事と確信しております。名誉ある岡崎東 RC の発展の為、微力ながら前向きに取
り組んでまいりますので皆様方のご協力を重ねてお願い申し上げます。

【前回の例会】

「就任挨拶」

会長 浅岡謙治君・幹事 稲垣寿君

2015～2016 年度の国際ロータリーK.R ラビンドラン会長が掲げたテーマ「世界へ
のプレゼントになろう」
、及び、国際ロータリー第 2760 地区 2015～2016 年度加
藤陽一ガバナーの地区方針「ロータリーの原点に学ぶ ～友情と寛容の輪を広げよう～」
に照らし合せ、当岡崎東 RC の方針は「ロータリアンとしての意思力を高めよう」を今
年度のテーマとしました。意思力とは自分をコントロールする力、誘惑に負けず必要な
事をやり抜く力です。
「思考」
「感情」
「衝動」「パフォーマンス」、この四つを工夫する事で「強い意志力」を発
揮する事が出来ると思います。その強い意志力が発揮されて地区大会の準備運営に寄与し良い結果が出る事と考
え、当クラブの指針として「＊地区大会を成功裏に導こう ＊退会防止・2 名以上の会員増強

＊親睦行事・同

好会活動への積極的参加 ＊継続事業の推進」をあげさせてもらいました。当クラブにとって今年度一番の目標
は 80 数年に一度の地区大会ホストとして大会を成功させる事であります。地区大会の前にはガバナー訪問、大
会後も桜植樹事業その他通常の事業がありますので会員皆様のお協力を重ねてお願い申し上げます。会長幹事の
役割は何か。会長はクラブ管理の事を知っていても、知らない顔をしなければならない。会長が何でも知ったか
振りをしたら、クラブは育たない。逆に、幹事は、こと手続きに関しては知らない事でも知った顔をしていなけ
ればならない。そして幹事は常に謙虚でなくてはならないと言うことです。これらのことを肝に銘じ一年間稲垣
幹事に愛想尽かされないようクラブ運営に取り組んで行きますのでよろしくお願い致します。
本日は、緊張が極限に達していますので、会員の皆様の顔がよく見えない状態です。
私は、成田名誉会員の紹介で入会１０年目になります。入会当初は、久しぶりの若い
会員の入会ということで先輩方々に手取り足取り教えて頂き大変感謝しております。
本年度は、9/2 ガバナー訪問、10/31～11/1 地区大会、11/22 ロータリーデー、
2/5 岡崎 4ＲＣ合同桜植樹式典等と長い道のりですが、会員の皆様のお力添えを頂き、
見捨てられることが無いように、１年間頑張っていきますのでよろしくお願いします。
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浅岡丸

出航します！

お誕生日おめでとう御座います

三浦年度から浅岡年度へ

どちらの組の方でしょう？（笑）

姉妹クラブの松本東ＲＣより祝電とお花が贈られました
*****新会員 プロフィール*****
氏名：稲吉紀久（いなよし のりひさ）
会社名：㈲クリントップ
職業分類：清掃業
年齢：53 歳
住所：額田郡幸田町上六栗中切 146-7
推薦者：稲垣寿君・柴田敏光君松本

宜しくお願いします！

ロータリー財団委員会

入会式

ご浄財のご寄附お願いします
稲吉紀久君（推薦者 稲垣寿君･柴田敏光君）
ニコボックス委員会
幹事報告(稲垣幹事)
 浅岡謙治君 一年間、よろしくお願いします
■ ７月のロータリーレートは 1＄124 円です。
 稲垣 寿君 一年間、よろしくお願いします
■ 松本東 RC より祝電とお花が届きました。
■ 本日（7/2）ＲＡＣ第 1 回例会に浅岡会長と西脇君に  新・旧年度役員・理事・委員長一同
第１例会、ニコに協力します
出席してもらいます。
■ 新会員の稲吉紀久君の配属委員会は、クラブ奉仕部門は  三浦泰廣君 前年度はお世話になりました。浅
岡会長、頑張ってください
会場委員会、４大奉仕部門は青少年奉仕のＲＹＬＡ委員

青山俊次君
ＳＡＡ、一年間よろしくお願いします
会と決定しております
 橋本義紀君・草野信隆君・市川幾雄君・手島明君・
■ 今年度の上期の会費請求のご案内をさせて頂きます
小木曽進君・中川和弘君 浅岡君頑張ってください
■ 本年度の「計画書」を配布しました
■ 本日、例会終了後にローレライにおいて、第６回理事会  安川政男君 早退します
を開催いたします。理事役員の方の出席をお願いします  生駒尚久君 先輩方の自宅近くで解体工事のため、
ご迷惑をおかけします
直前幹事報告(近藤直前幹事)
 岩月鋹廣君 京都の伝統行事の京都五花街合同公演
■ 地区大会記録誌が届いています
「都の賑い」を観てきました
ビジター報告 ありません
 池田正君
最終夜間例会で大正琴のメンバーの中に、
親睦委員会
7 月の慶祝の発表
３０年前にもご一緒した方がみえ、懐かしい思いをし
出席委員会
本日の出席率 92.86%(欠席 4 名)
ました
前々回(6/18)修正出席率 96.43％(欠席 2 名)
 野村政弘君 浅岡年度の門出をお祝いします。クラブ
一丸で地区大会を成功に導きましょう

今月の BGM

タイトル名 ： MADE IN ｊａｊａⅡ
グループ名 ： ｊａｊａ （ジャジャ）
※ 浅岡会長へ捧ぐ ～ 【バージンロード】（10 曲目）
・【スタートライン】（11 曲目）
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「ＲＡＣ第一例会参加報告」

【ＲＡＣ委員会報告】

ＲＡＣ委員長

西脇謙二君

今年度初めての RAC 例会へ浅岡会長と参加して参りました。
RAC 河上会長の挨拶や山本幹事の進行からもかなりの緊張感を感じましたが、一年間頑張って頂きたいと思います。
今回は岡崎４ロータリー会長卓話と言う事で、皆様のローターアクトへの気持ちのこもったエールやお話をお聞かせ頂
きました。会員不足のお話も出ておりましたので出来る限りのバックアップが出来ればと思います。少人数でも魅力あ
る運営を期待すると共に応援して行きたいと思いました。

7 月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

7/16 木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「コミュニケーションのタイプ分け」白木雅代様
7/23(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「夢ある次の新しい岡崎を目指して」岡崎市長 内田康宏様
7/30(木)18:00～ レストラン「ROPPONGI」「新年度親睦夜間例会」
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

7 月 20 日（月）

豊田西/豊田三好

法定休日により休会

7 月 23 日（木）

豊田

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

7 月 24 日（金）

西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30

7 月 27 日（月）

豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

7 月 28 日（火）

西尾

西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30

8 月 4 日（火）

岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

8 月 4 日（火）

豊田中

法定休日のため（お盆休み）

8 月 10 日～14 日 各クラブ

お盆休みにより休会です

8 月 18 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

8 月 24 日（月）

豊田西

名鉄トヨタホテル 7 階例会場 11:30～12:30

8 月 24 日（月）

豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

8 月 25 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

8 月 25 日（火）

西尾

西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

あづま会

7 月 24 日（金）

ザ・トラディション GC

ひよどり会
写楽会

7月

9 日（木）

チャーム

内容

取切り戦･総会
総会

有志による写真をメーリングリスト･例会場にて掲示

【会員名簿記載一部変更のお知らせ】
朝倉清陽（常務理事） 〒444-8602 岡崎市菅生町字元菅 41 番地
TEL25-7111 FAX21-1191
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（敬称略）

