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月間です 

 

 

 
 

 

 

1 月は職業奉仕月間/追悼記念週間(1/27 を含む一週間)です 

 

 

【前回の卓話】      「 半期を振り返って 」   会長 小林清文 君・幹事 酒井賢 君 

【小林会長】会長になるための研修会「ＲＬＩ」があります。昨年の９月から 11

月の間に３回行われました。訳しますと「ロータリー・リーダーシップ研究会」と

なります。「ＲＬＩ」の目的と特色は何かと言いますと、ロータリアンの自主性と卓

越した指導性を涵養し、クラブの刷新性と柔軟性を育てロータリーを活性化するこ

とです。1992 年に始まり、現在全世界に広まりつつある「ＲＬＩ」の活動はまさ

に草の根の活動であり、ロータリアンの知識を啓発し一人一人のロータリアンのモ

チベーションを高め、リーダーシップを涵養するためにＲＩが承認した多地区合同

のプロジェクトです。ディスカッション・リーダーは進行役で質問を投げかけながら、各自の自発的な考え方や

意見を引き出していきます。参加者は解答の結論を求めるのではなく、課題に対する参加者の発言から自分自身

の解答や方向性を見出す研修方法です。 

3 日間にわたり一日６セッション、計 18 セッションのプログラムがあります。各セッションの様々な内容つい

てディスカッションすることにより、改めてロータリークラブとは何かわかってきます。 

半期過ぎたところでもう一度、服部ガバナーの方針を再確認して取り組んでいきたいと思います。ＲＣの最終目

的は会員増強そのものではなく、会員が増えることにより、より充実したロータリー活動を行うことができる。

そして、その先のある世界平和だと考えます。 

 

【酒井幹事】半年間のクラブ運営について振り返ってみたいと思います。今年度会

長方針「立場を自覚し、積極的に行動しよう」具体的には、将来に備えての体制作

り、そのための「継続事業の見直し」と「会員増強」を挙げています。各委員長さ

んは、それぞれの立場で責任を持って、事業に取り組んでいただいています。 

「継続事業の見直し」については、今年一年、様子を見ながら精査しクラブにとっ

て良い結論を出したいと思っています。「会員増強」については当初 55 名でスター

トし、10 月より鋤柄英明君が入会していただきました。 

地区からは「会員増強」が重点課題となっています。その戦略として①ブランドを共有する為に、myRotary に

登録し利用促進すること②clubcentral を活用して他のクラブを学ぶこと③ソーシャルメディアを利用してロ

ータリークラブを知らせることである。とあり、現在金本 IT 委員長に積極的に取り組んでいただいています。 

①myRotary の登録・・・目標の 50％を早々に達成して西三河中分区でも達成率は、上位に位置しています。 

②clubcentral の活用・・・現在一部の方しか見られませんが、次年度以降の活用が期待されます。 

③ソーシャルメディアの活用・・・facebook を立ち上げ、例会情報やインタビュー動画がアップされています。

【前回の会長挨拶】（第 2097 例会） 

12 月 21 日は２４節気の一つ「冬至」です。一年中で太陽が最も南により北半球では、昼が最も短い

日です。陽暦では毎年 12 月 22 日頃やってきます。どんな習俗があるか調べてみした。良く知られた

ところでは「冬至風呂」です。この日は「冬至風呂」と称してゆず湯に入ります。江戸時代の銭湯か始

まったようです。また、次のようなものを飲食する風習があります。小豆の御粥・冷酒・かぼちゃ・こ

んにゃく、「と」にちなんで、とうなす・豆腐・唐辛子・ドジョウなどです。特にかぼちゃを食べる風

習は全国にのこっており、冬至にかぼちゃを食べる中風にならず、長生きするといわれています。中国

地方では餃子を食べる習慣もあるようです。日の出の時刻が最も遅い日、日の入りの時刻が最も早い日

と冬至は一致していません。日の出の遅い日は冬至の半月後、日の入りの早い時期は半月前です。いず

れにしても、節分やお彼岸が待ち遠しく思います。 

「 新春年男放談 」                 足立 憲彦 君  
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【本日の卓話】           
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又、ロータリー財団創立 100 周年を祝う事業として中根青少年奉仕委員長と相談し 11 月 13 日の平和学園さ

んとの芋ほり体験事業をしました。小島哲夫ガバナー補佐にも長靴を履いていただき一緒に芋ほりをしました。 

岡崎東ロータリークラブは、取組んでいる事業も多く活動が多岐に渡っています、他のクラブから大変評価され

ているように実感しました。 

 
卓話(半期を振り返って)小林会長 酒井幹事 

 
岡崎ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ髙橋真咲会長 

 
ようこそ！本日のビジター 

ご来訪者  【岡崎ローターアクトクラブ】髙橋真咲様 

         チャリティーバザーのご報告 

ご挨拶    安川政男君 

幹事報告  
■ ガバナー事務所より、6 月 11 日アメリカアトランタで

開催される「第 2760 地区ガバナーナイト」のご案内が

参っております。ご希望の方は幹事までご相談ください。 

■ 次週 12/29(木)は定款第 6 条 1 節の規定により休会と

なります。新年は 1/5(木)が例会となります。 

■ 例会終了後、ローレライにて定例理事会を開催いたしま

す。理事役員の方の出席をお願いします。 

■ 年末年始の例会変更のご案内が参っております。詳しく

は週報あづまをご覧ください。 

ビジター報告  【岡崎 RC】3 名 

出席委員会   本日の出席率 92.16%(欠席 4 名) 

前々回(12/10)修正出席率 97.92％(欠席 1 名) 

米山奨学委員会 ご浄財をお願いします。 

ニコボックス委員会   

 小林清文君/酒井賢君 本日卓話宜しくお願い致します。 

 岡崎 RAC 一同 チャリティバザー例会のご報告に参り

ました。ご協力を頂きまして有難う御座いました。 

 安川政男君 長い間お世話になりました。 

 市川幾雄君 安川さん、クラブ 40 周年時には副会長、

2016 年地区大会では副幹事・会場責任者としてホテル

運営の経験者としてすばらしい指導力と管理知識を持

って協力頂き心より感謝してます。ロータリークラブ卒

業後も後輩の指導と末長いお付き合いをお願いします。 

 青山俊次君 家内がＮＨＫ Ｅテレの正月番組に出演し

ます。詳細は各テーブルに配ります。小 6 の孫が卓球の

愛知県選抜で 28 日から中国に遠征致します。 

 生駒尚久君 日曜日に餅つきをします。お時間のある方

は是非お寄り下さい。 

 稲垣寿君 小林会長、酒井幹事、半期お疲れ様でした。 

 野村正弘君 今年は有難う御座いました。来年も宜しく

お願い致します。 

 新浪勝也君 気がつけば年男の 1 年でした。あと少し無

事に過ごせます様に。 

 岩崎靖彦君･春名祐樹君･三城偉央君･小出一輔君 半期

お世話になりました。残り半期も宜しくお願い致します。 

 黒井克宣君 カレンダーお配りさせて頂きました。荷物

になりますがお持ち帰り下さい。 

 岩崎靖彦君 安川さん、会場委員を半期有難う御座いま

した。 

 杉田広喜君 息子が今日、20 歳になりました。 

 長坂勲君・小木曽進君 ニコに協力します。 

 西脇謙二君 半期ニコにご協力頂き有難う御座いまし

た。残り半期も楽しいニコ報告お待ちしております。 

1２月の DONATION 

 ロータリー財団 財団小銭寄付金 米山奨学会 米山小銭寄付金 ニコニコ BOX 

1２月 \0 \5,016 \0 \3,667 \94,000 

今年度累計 \705,200 \27,735 \764,200 \21,665 \627,000 

1 月の例会予定 

例会予定 例会会場 内容 

1/12(木)12:30～ 社会福祉法人愛恵協会 「職場例会」 

1/19(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「新春年男放談」山内隆一君/南 鉉君 

1/26(木)18:00～ 「魚清」 「新春親睦夜間例会」 
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１月の慶祝 

会員誕生日  おめでとうございます  

南 鉉君（S44.1.6） 青山俊次君（S17.1.9） 岩崎靖彦君（S45.1.11） 草野信隆君（S13.1.15） 

石川雅規君（S38.1.18） 中根匤規君（S45.1.19） 杉田広喜君（S37.1.27）  

奥様誕生日  おめでとうございます  

山内隆一君 みほ子様(1.1) 石原靖増君 慶子様(1.6) 宇野弘隆君 美和様 (1.7) 加藤和志君 真奈美様(1.17) 

中根匤規君 有子様(1.23) 足立憲彦君 恵様(1.24) 朝倉清陽君 尚代様(1.28)  

結婚記念日  おめでとうございます  

新浪勝也君 (S63.1.16) 市川幾雄君 ( S47.1.23) 足立憲彦君 ( H2.1.26)  

入会記念日  おめでとうございます  

池田 正君 ( H2.1.11) 野村政弘君 ( H11.1.28) 酒井 賢君 (  H19.1.18) 坂野 弘君  (H20.1.10) 

西脇謙二君  (H26.1.16)    

皆出席  おめでとうございます（12 月入会者）  

畔栁秀幸君 (10 年)    

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 

1 月 6 日（金） 西尾 KIRARA 西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30 

1 月９日（月） 豊田西･豊田三好 法定休日により休会 

1 月 10 日（火） 岡崎南 岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30 

1 月 10 日（火） 岡崎城南 岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30 

1 月 10 日（火） 西尾 西尾信用金庫中央支店 204 号室 11:30～12:30 

1 月 11 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 

1 月 11 日（水） 知立 定款第 6 条第 1 節の規定により休会 

1 月 16 日（月） 豊田三好 三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15 

1 月 18 日（水） 岡崎 岡崎出雲殿１階 11:30～12:30 

1 月 24 日（火） 岡崎城南 岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30 

1 月 24 日（火） 豊田中 名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00 

1 月 25 日（水） 知立 ホテルクラウンパレス知立 501 号室 11:30～12:30 

1 月 27 日（金） 安城 碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30 

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 


