4３期【No.15】第 2047 回例会
（過去 3 回の修正出席率

【本日の卓話】

「

全員協議会

2015/10/29
9/17：98.18％ 9/24：100％ 10/1：100％）

」

地区大会リハーサルⅡ
10 月は経済と地域社会の発展月間/地区米山月間です

【前回の会長挨拶】
（第 2046 回例会）
10/31 はハロウィンのお祭りの日です。ハロウィン祭りは、怪物や魔女に仮装した
子供たちが家々を回ってお菓子を強請ったり、かぼちゃを刳り貫いたお化けを飾っ
って楽しむお祭りだそうです。起源は、ＢＣ5 世紀頃にアイルランドのケルト民族
の「サム ウェイン祭」から始まったと言われています。その年の死者があの世に行
く前に人や動物に摂り付くと言われており、そこで人々は逆に怪物や魔女に扮して
死者たちを驚かせようとしたのが趣旨だそうです。当初お化け提灯は、カブで作ら
れており、1980 年代にアメリカに移住したアイルランド人が、かぼちゃを代用し
たことがお化けかぼちゃの始まりだったようです。私達は地区大会真っ只中でそんな気になれないと思いますが、
1 日遅れの 11/1 の夜に大会の成功を祝って楽しみたいと思います。

【前回の例会】

「私と日本」

米山学友

高 爽

様／地区米山奨学委員会 委員 杉浦澄雄様

【杉浦地区米山奨学委員】今年度は、36 名の奨学生を当地区で受け入れております。
米山奨学委員会の使命は、留学生の優れた学業の達成を支援し、社会に貢献する人材を
育てることと、同時に世話クラブやカウンセラーとの交流を通じてロータリーの精神を
学び、国際理解を深め、世界と日本の架け橋になっていただくことです。
こう そう

【米山学友 高 爽 君】2013 年 5 月～14 年 4 月 世話クラブ：名古屋西ＲＣ
名古屋市立大学を卒業し、現在、日立システムズ㈱に勤務しております。高校生時代、
私は海外に興味を持っておりました。そのころに、従兄弟のお姉さんが日本に留学して
おり、そのお姉さんから聞いた「日本人の人を思いやる心」に感心して、日本への留学
を決めました。留学生にとって日本での生活は非常に大変でした。アルバイトをしなが
ら空いた時間に勉強する辛い日々でした。ロータリー米山奨学金をいただけるようにな
って、大学での勉学は勿論、ＩＴの国家資格も取得できました。また、奨学生になり、
いろんなすばらしい経験や、交流を深め日本人の優しさを感じました。他国の留学生と
の交流を通し、国際的視野を広めることも出来ました。そのほかにロータリークラブで、
前向きに働くこと。感謝の気持ちを持ち奉仕すること。を学び、心より大変感謝申し上げます。最後に、まだま
だ苦労をして日本で勉強している学生がおります。引き続き米山事業のご支援を宜しくお願いします。

卓話者：高爽様・杉浦地区米山委員と
三城偉央米山委員長

卓話：私と日本

浅岡会長より卓話者へお礼

幹事報告(稲垣幹事)
■ 本日 10/22(木)第３回地区社会奉仕委員会に、酒井
賢地区社会奉仕委員に出席をして頂きます。
■ 10/24.,25ＷＦＦの会場内でのメークアップを予定
されている方は事前にご確認ください。
■ 10/31,11/1 地区大会はメークアップとなります。
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ようこそ！本日ビジターの皆様

10/25(日)岡崎美術館での第 68 回岡崎美術展表彰
式に浅岡謙治会長が出席をされます。
■ 本日、例会終了後に第 4 回クラブアッセンブリーが、
４階末広にて開催されます。
■ 10/29(木)Ｗﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙにて地区大会リハーサルは
11 時半受付開始、12 時食事、12 時半開会です。
■

*****新会員プロフィール***
氏名：佐野 真琴 君
会社名：㈱佐野水道設備工業所
職業分類：管工事
年齢：41 歳
住所：岡崎市井田町字茨坪 4-13
推薦者：鈴木圭介君/佐藤寿行君

ビジター報告 [岡崎 RC]1 名・[岡崎南 RC]2 名
出席委員会
本日の出席率 91.23%(欠席 5 名)
前々回(10/1)修正出席率 100％(欠席 0 名)
米山奨学委員会 米山月間にご協力をお願いします。
青少年奉仕委員会 11/22（日）ロータリーデー（平
和学園との芋掘り）に参加お願いします。
ローターアクト委員会 岡崎ＲＡＣよりチャリティ
ーバザーを無事終了しましたと報告がありました。

ニコボックス委員会
 地区米山記念奨学委員 杉浦澄雄様・米山学友 高 爽様
お世話になります。どうぞよろしくお願いします。
 浅岡謙治君 杉浦様、高 爽様を歓迎いたします。
 稲垣寿君 本日アッセンブリーよろしくお願いします。
 佐野真琴君 本日より、入会させていただきます。
 三浦泰廣君・佐藤寿行君・杉田広喜君・岩崎靖彦君・
石川雅規君・市川幾雄君 佐野真琴様ようこそ！
 森洋子君 佐野様,女性会員が増えて大変嬉しいです。
西脇謙二君 チャリティーバザー有難うございました。
 三城偉央君 米山月間にご寄付有難うございました。
 中根匡規君 安川さん有難うございました。
 島田英太君・橋本義紀君・南鉉君 小木曽さん有難う。
 林孝夫君 11/22 ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰに是非参加お願いします。
 南鉉君 おおだの森草刈り奉仕のご協力お願いします。
 長坂勲君 ニコに協力します。

【地区大会報告】「岡崎市長と幸田町長を訪問」平成 27 年 10 月 23 日(金)

第 1 部会長

梅村順一

2015-16 年度地区大会の寄付報告の為、市川実行委員長と第 1
部会長 梅村順一が、岡崎市長と幸田町長を表敬訪問しました。
岡崎市は福祉事業として福祉の村建設基金に活用されます。市長は
じめ福祉部長等にお迎えいただきました。幸田町は福祉事業として
AED を購入していただけるとのお話をされました。
当日は記者報道関係者の取材もあり、和気藹々とした中で地区大会
の成功を期待できる訪問となりました。

11 月の例会予定
例会予定

例会会場

11/5(木)12:30～

内容

岡崎市竜美丘会館「501」「新会員卓話」会員 稲吉紀久君

11/12(木)18:00～ 「魚清」

親睦慰労夜間例会

11/19(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」「ﾛｰﾀﾘｰ財団月間に因んで」職業研修ﾁｰﾑ委員長 福田哲三君
11/26(木)

定款第 6 条第 1 節の規定により休会です
他クラブ例会変更・休会のお知らせ

変更予定日

RC 名

11 月 5 日（木）

サイン受付場所

豊田

ホテルトヨタキャッスル１階 11:30～12:30

11 月 16 日（月） 豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

11 月 20 日（金） 西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30

11 月 23 日（月） 豊田西/豊田三好

法定休日により休会

11 月 25 日（水） 知立

ホテルクラウンパレス知立 510 号室 11:30～12:30

11 月 27 日（金） 安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

11 月 30 日（月） 豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

あづま会

11 月 24 日(火)

名古屋グリーン

定例会

ひよどり会

未定

未定

定例会

写楽会

内容

（10 月定例会はありません）

有志による写真をメーリングリスト･例会場にて掲示

今月の BGM

タイトル名 ： ＣＯＮＣＩＥＲＴＯ（コンシェルト）
【邦題 アランフェスト交響曲】
作 曲 者 ： ＪＩＭＨＡＬＬ（ジムホール） 1930 ～ 2013
※ ニューヨーク・バッファロー生まれ
日本でも有名なジャズギターリスト
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