4４期【No.18】第 2095/2096 回例会 合併号
月間です
（過去 3 回の修正出席率

【本日の卓話】

「

2016/12/15
11/10：98.15％ 11/17：100％

額田木の駅プロジェクト～日本の国土の７０％の現状～
額田木の駅プロジェクト実行委員長

11/24：100％）

」
鈴木啓允 様

12 月は疾病予防と治療月間です

【前々回の会長挨拶】（第 2094 例会）
今日から 12 月となりました。ロータリー年度も今月が終わりますとようやく半期終了し
ます。皆さん年末年始にかけて忘年会･新年会でお忙しくなるとお察しします。当クラブ来
週の土曜日にご家族を交えての例会･懇親会が有ります。親睦委員会のみなさんには大変ご
苦労お掛けしています。ありがとうございます。
本日は「ロータリーの親睦」について伊丹ロータリクラブの深川純一さんの書かれた文章
をご紹介します。
ロータリーの親睦というものは、本来ゴルフや旅行を楽しみ酒を楽しむというような「感性的な親睦」を意味す
るものではありません。ロータリアンが例会において、親睦の内にロータリアンと切磋琢磨して自己研鑽に励みな
がら、自らの心を高めていく所謂「精神的な親睦」を意味するものであります。
「ロータリーの親睦とは一体何か」
ということを煮詰めておかなくてはなりません。この点については、まずロータリークラブは社交クラブであると
いうことを忘れてはなりません。ロータリークラブは奉仕クラブではないのであります。日本ロータリの創始者米
山梅吉先生は「ロータリークラブは奉仕クラブではない」と言い切っています。「クラブとして奉仕すべきものは
原則として何もない。ではクラブは一体何をするところなのか。それは奉仕をするロータリアンを育てるところで
ある」というのであります。ただし一点忘れてはならないことは、酒を飲んでもゴルフをしても何をするにつけて
も、己の足らざるところを他のロータリアンから学ぶ姿勢を持つべきことであります。つまり「精神的親睦」がロ
ータリーの親睦なのであり、そこにロータリーの魅力があるのであります。と書かれています。

【前々回の例会】

「第 44 年度

クラブ年次総会」

司会(酒井幹事)：岡崎東ロータリークラブ第 44 年度年次総会の開会宣言。会員総数
56 名中、本日の出席者 44 名。クラブ細則第５条第１節「会員総数の３分の１以上を
定足数とする」の規定に基づき、本総会の議決は成立。
議長(小林会長)：第１号議案 次年度役員及び理事選出の件、指名委員会に付託し次年
度役員理事が指名された。諮問委員会で協議し答申された結果を受け決定された。
指名委員長(原田耕平君)：承認決定事項の報告
議長(小林会長)：新役員承認の採決を求め、賛同の挙手過半数。本議案は指名委員会の
発表の通り決議された。尚、ＳＡＡの選出については新役員理事に一任。
次年度会長(生駒尚久君)：多くの人に支えられ
ロータリアンとして活動してきた。恩返しのつ
もりで取り組みさせていただきます。変わらぬ
ご指導ご協力をお願い致します。
次年度幹事(安井健次君):生駒新会長の方針に従
い、理事役員の皆様と力を合わせ、円滑なクラ
ブ活動ができるように努力してまいります。

次年度会長 生駒尚久君挨拶

次年度幹事 安井健次君挨拶

12 月お誕生日おめでとう！
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ようこそ本日のビジター

幹事報告

出席委員会

■ 今月のロータリーレートは 1 ドル 106 円です。
■ 本日、下期会費請求書を配布させていただきました。12

月末迄が納入期日です。宜しくお願いします。

本日の出席率 92.31%(欠席 4 名)
前々回(11/17)修正出席率 100％(欠席 0 名)
親睦委員会 年忘れ親睦家族例会のご案内

ニコボックス委員会

■ 12/5「第 50 回 13 クラブ親善スポーツ大会説明会」  小林清文君･酒井賢君

に三城親睦委員長、野村政弘君に出席して頂きます。
■ 12/6「西三河中分区 RC 懇親ゴルフ大会説明会」に畔 
栁秀幸君と幹事酒井が出席します。

■ 2019-20 年度ガバナーノミニー・デジグネートに、伊
藤靖祐君が正式に選出されました。
■ 新会員鋤柄英明君の会員手帳用シールを配布しました。 
■ 本日例会終了後、ローレライにて本年度の理事会が開催
されます。理事役員の方は出席お願いします。

■ 今週 12/8(木)は例会変更となり 12/10(土)年忘れ親睦 
家族例会が開催されます。

ビジター報告 【岡崎 RC】2 名【岡崎南 RC】1 名

本日の年次総会宜しくお願い
致します。理事会も宜しくお願い致します。
市川幾雄君 あづま会優勝しました。
中根匡規君 ロータリーデー芋掘り収穫体験の記事が
地区のホームページや当クラブのフェイスブックに掲
載されました。坂野さん.金本さん.有難う御座いました。
野村政弘君 池田さん.三浦さん.お世話になり有難う
御座いました。
小出一輔君 中川さん.大変お世話になりました。
小木曽進君 ニコに協力します。
皆出席を喜んで(長坂勲君 34 年)(小林清文君 17 年)
(梅村順一君 14 年)(近藤金作君 9 年)(三城偉央君 3 年）

12 月・1 月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

12/22(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」「半期を振り返って」会長 小林清文君／幹事 酒井賢君
12/29(木)

定款第 6 条第 1 節の規定により休会です

1/5(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」「新春年男放談」足立憲彦君

1/12(木)12:30～
1/19(木)12:30～

社会福祉法人愛恵協会

「職場例会」

岡崎市竜美丘会館「501」「新春年男放談」南 鉉 君

1/26(木)18:00～

「魚清」

「新春親睦夜間例会」

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

12 月 16 日（金） 安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

12 月 19 日（月） 豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

12 月 19 日（月） 豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

12 月 19 日（月） 刈谷

刈谷商工会議所 3 階事務局 11:30～12:30

12 月 20 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 20 日（火） 豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

12 月 20 日（火） 西尾

西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30

12 月 21 日（水） 豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

12 月 21 日（水） 知立

ホテルクラウンパレス知立 501 号室 11:30～12:30

12 月 22 日（木） 豊田

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

12/26～1/3

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

全 RC

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

内容

あづま会

未定

未定

定例会

ひよどり会

1 月 12 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・例会場にて展示
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【前回の例会】

「年忘れ親睦家族例会」

12 月 10 日(土)18 時～名鉄ニューグランドホテルにて

【前回（第 2095 例会）の会長挨拶】親睦委員会の皆さんはじめ準備に関わられた皆さん、
何カ月も前からの調整大変だったと思います。本当にありがとうございました。
ご家族を交えての例会･懇親会は、春の日帰り旅行と本日の年末家族会です。貴重な機会で
すのでご家族の方に向けてロータリークラブのまじめな話をしてみます。
それぞれのご家庭にはロータリーアンが一人ずついるはずです。それは、ご主人だったり、
おじいちゃんであったり、お父さんであったりと様々です。勿論、少数ですが女性もいま
す。ロータリアンには携えていなければいけない５つのブランドがあります。それは「親睦・高潔性・多様性・
奉仕・リーダーシップ」です。今日はその５つの内の１つ、親睦活動です。たまたま今日はとても楽しい親睦活
動ですが、いつもこのようなことばかりしている訳ではなく普段は「高潔性・多様性・奉仕・リーダーシップ」
を携えロータリー活動にまじめに取り組んでいます。しかし、時節柄「親睦」の出番が多いかもしれません。御
家のロータリアンには暖かく接して頂きたいとお願い致します。それでは短い時間ですがお楽しみください。

次年度会長 生駒尚久君挨拶

次年度幹事 安井健次君挨拶

新会員 小出一輔君紹介

年忘れ親睦家族例会写真集
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