4３期【No.10】第 2042 回例会
（過去 3 回の修正出席率

【本日の卓話】

「全員協議会」

2015/9/17
8/6：100％

8/20：100％

8/27：100％）

地区大会全体会議Ⅱ
9 月は基本的教育と識字率向上月間です

【前回の会長挨拶】
（第 2041 回例会）
前回のガバナーをお迎えしての岡崎ＲＣさんとの合同例会は、会員皆様の協力の
おかげを持ちまして無事に終わりました事、誠にありがとうございました。例年
ですとちょっと一息つく所ですが、今年度は地区大会が近づいて来ており、その
準備に市川実行委員長始め、皆様方のご協力を引き続きお願いする所で有ります。
今日は日本の国技であります相撲についてお話をしたいと思います。
相撲の歴史は古く「日本書紀」にもそのエピソードが記されているほどです。
相撲の勝負の場「土俵」が、世に登場したのは戦国時代末期だそうです。それま
での相撲はぐるりと人に囲まれた中で相手を押し倒したり投げたりして、どちらかが動けなくなるまで戦うもの
だったのですが、
「土俵」という一定の場所を区切ってそこから出たり、手を着いたりしたら負けと言うルールに
なってきたのです。これは一説によると織田信長のアイデアだと言われ、信長はかなりの相撲好きだったようで
す。江戸時代初期の相撲は、四隅に柱を立てそれに紐を張るという、ボクシングのリングに似たものでした。そ
れが丸くなったのは江戸時代中期からです。また見物人が見やすいように土を盛った上に土俵を築くようになり
ました。相撲は四角いリングと違い、押してくる相手を丸くなった土俵際でかわすという「どんでん返し」たと
えば「うっちゃり」を可能にし、相撲の面白みがより増してきました。最近は外国人ばかりが上位を占めて、個
人的には残念でなりません。日本の国技ですので、日本人力士にもっともっと頑張って欲しいと思っているのは
私だけではないと思います。

【前回の例会】

「全員協議会」

地区大会全体会議Ⅰ

【市川実行委員長】
地区大会が着々と迫って来ている状況の中、まだ皆さんにはお願いしてない部分
もありますが、
、各担当の方には非常に忙しくご協力して頂いている方もいます。
今週・来週の全体会議、来月 15 日・29 日のリハーサルと進んでいきます。
当日の 10/31・11/1 は、出席者全員に何らかのお手伝いをお願いします。
なお、未定だったＲＩ会長代理には、韓国のチャン・ドン・イム（3200 地区パ
ストガバナー）に決定いたしました。皆様のご協力を一重にお願いします。
【安川実行副幹事スケジュール説明】
第一日目
第二日目
09：00 岡崎東ＲＣ朝礼
08：00 岡崎東ＲＣ朝礼
09：30 ブロックリハーサル全員参加役割確認
08：30 ブロックリハーサル全員参加役割確認
11：00 昼食適宜
08：30 ファミリープログラム出発
13：30 地区指導者セミナー
11：00 昼食適宜
14：00 地区諮問委員会
11：00 友愛広場オープン
15：30 本会議開催
11：30 顕彰昼食会
18：00 ＲＩ会長主催晩餐会
12：30 本会議開催
会員の皆様には、上記のスケジュールを進行する上で、サポート・アテンドを全員の方にして頂きます。
会長代理やガバナーのアテンド・各ＰＧのアテンド・公共交通機関シャトル案内・玄関お迎え・来賓接待誘導・
受付業務・アトラクションの誘導確認等を其々お願いすることとなりますので、宜しくお願いします。
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全体スケジュールの説明

9 月誕生日おめでとう！

9 月皆出席おめでとう！

ようこそ！本日ビジターの皆様

幹事報告(稲垣幹事)

雑誌委員会 ロータリーの友 9 月号の紹介。
■ ロータリー希望の風奨学金支援協力の件が承認されま ロータリー財団委員会

した。会員１人当たり 1,000 円を、ニコボックス会計
お帰りの際にはご浄財をお願いします。
より拠出させて頂きます。
ニコボックス委員会
■ 指名委員会・諮問委員会が 11/5(木)18:30～魚清で開  浅岡謙治君 地区大会のための全員協議会、よろしくお
催されます。出席対象者の方には、後日改めて文章でご
願いします。
案内いたします。
 三浦泰廣君 市川大会実行委員長、大会まで体に気をつ
■ 形埜小学校水質保全活動助成金贈呈を行います。
けてください。
10/18(日)学芸会会場で５万円を贈呈させて頂きます。  中根匡規君 ９月６日の菅生川草刈一斉清掃、多くの会
■ Ｅクラブ(衛星クラブ)のメークアップ注意点について
員の皆様に参加していただき、無事終了しました。参加
詳しくは幹事、出席委員会、事務局まで問合せ下さい。 者の皆さま、早朝より大変お疲れ様でした。
■ 愛知ロータリーＥクラブの 9/2 の例会より例会費が  岩月鋹廣君 世界遺産の白川郷へ、孫たちを乗せて 400
1,000 円となります。
ｋｍ走ってきました。
■ ＲＩ国際大会(韓国ソウル)期間中、2016 年 5/29 に  稲垣寿君 台風の被害は、大丈夫でしたか？
開催されますガバナーナイトの参加予備調査ご案内が  新浪勝也君 北海道に行ってきました。みんな元気にし
届いておりますので、記入をお願いします。
ていました。
■ 9/10(木)ホテルキャッスルプラザでのクラブ米山奨学  安川政男君 杉田さん･三浦さん有難うございました。
委員長会議・米山奨学生学友会（愛知）総会に三城偉央  酒井賢君 五十肩が早くなおりますように、ニコします。
委員長に出席していただきます。
 西脇謙二君 9 月 20 日のバス旅行、皆さまよろしくお
■ 9/14（月）名鉄グランドホテルでの地区内職業奉仕委
願いします。
員長会議に安井健次委員長に出席していただきます。  長坂勲君 ニコに協力します
ビジター報告 [岡崎 RC]2 名
 浅岡謙治君・柴田健吉君・青山俊次君・中根匡規君・佐
出席委員会
本日の出席率 87.04%(欠席 7 名)
藤寿行君 皆出席を喜んで。
前々回(8/27)修正出席率 100％(欠席 0 名)

【会議報告】

地区米山奨学委員長会議 平成 27 年 9 月 10 日(木)

米山奨学委員長

三城偉央

今回の会議では、加藤ガバナー始め地区委員･事務局長を迎えて米山活動の報告、
並びに来期やその後の予定など事業内容の理解を深められる説明が行われまし
た。会議後も学友及び奨学生を交えて有意義な懇親会が執り行われました。
講演の中では（米山奨学事業での海外の若者達への支援とは、いづれ将来の日本
の若者達の為になる）という明確なビジョンを持ち、更なる奨学事業の拡大を推
進していく目的があるという事が印象深く感じられました。
皆様方にも１０月の米山月間にご理解ご協力のほどよろしくお願いします。

【会議報告】 地区内職業奉仕委員長会議

平成 27 年 9 月 14 日(木)

職業奉仕委員長

安井健次

平成２７年９月１４日（木）午後１時３０分より、名鉄グランドホテルにおいて、
地区内職業奉仕委員長会議に出席して参りました。初めに、地区職業奉仕委員長
等による「職業奉仕について」
「各クラブの職業奉仕委員会活動について」の演題
による講演がなされました。その後、事前に提示されましたテーマについてグル
ープごとに分かれ、ディスカッションをするという流れでした。各クラブにおい
て、職業奉仕に対する考え方が様々であったのが、印象的でした。午後４時３０
分まで、３時間に及ぶ会議でしたが、職業奉仕についての入り口が見えてきたか
な？と思うことができそうな感じがしました。
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岡崎東 RC 列伝！そのとき時代は！

「歴代会長の思いで

③」

第 27 年度会長 岩月鋹廣君
私は当クラブの第 6 年度に入会させていただき、現在まで 30 年以上になりますが、40 才台、
50 才台でのロータリークラブでの出会いとか、出来事は非常に新鮮に感じました。
特に青少年交換事業に興味を持っていました。交換学生の送り出しは手間もかからず簡単ですが、
受入は 1 年間家族で預かり高校へも通わせなければならず、負担は大変でした。当クラブでは今ま
でアメリカから男女各 1 名、オーストラリアから女子 1 名の計 3 名を受け入れております。現会
員の中では草野さん、足立（汎）さん、長坂さんと私がホストファミリーを受け持ちました。外国
人を家庭で預かり世話をすることは、大変な面もありますが、楽しい面もあります。私の場合、家
庭同士の相互訪問も経験し、楽しい思い出となっております。

９・10 月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

9/24(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」「知っておきたい矯正歯科治療の基礎知識」ｱｲﾙ矯正歯科 山口英治様
10/1(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」「全員協議会」地区大会全体会議Ⅲ
10/８(木)

定款第６条第１節の規定により休会

10/15(木)12:30～

ウエスティンナゴヤキャッスル

「全員協議会」地区大会リハーサルⅠ

10/22(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」「米山月間に因んで(仮題)」地区米山奨学委員会
10/29(木)12:30～

ウエスティンナゴヤキャッスル

「全員協議会」地区大会リハーサルⅡ

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

9 月 25 日（金）

安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

9 月 25 日（金）

西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30

9 月 28 日（月）

豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

9 月 28 日（月）

豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

9 月 29 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 7 階 17:00～18:00

9 月 29 日（火）

西尾

西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30

10 月 6 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

10 月 7 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

10 月 9 日（金）

安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

10 月 12 日（月） 豊田西/豊田三好

法定休日により休会

10 月 13 日（火） 岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

10 月 14 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

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

あづま会

9 月 29 日(火)

額田 GC

定例会

ひよどり会

未定

未定

定例会

写楽会

今月の BGM

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

タイトル名 ： サキソフォン・コロッサス （1956 年）
作 曲 者 ： ソニー・ロリンズ（サックス奏者）1930.9.7
※お勧め曲
1 曲目 「セント・トーマス」
4 曲目 「モリタート」
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