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第 2197 回例会
《司
《点
《斉

平成 30 年 10 月 1 日

第 1 週（晴れ)

会》 山上 勝己
君
鐘》 内藤 明文 会長
唱》 君が代 奉仕の理想
出席報告

会員総数
本日出席者

８２ 名

本日出席率

７８．８％

会長挨拶

豊田 R.C

９４名

本日欠席者

２２名

内藤

直人

近藤 正行 幹事
1. 例会臨時変更のお知らせが届いております。各テ
ーブルに配布してありますのでご覧ください。

出席対象会員

９月 ３日（第 2197 回） 修正出席率

板垣

幹事報告

小山 裕康 君

１１１ 名

会報担当者

100 ％

明文 会長

10 月 4 日（木）11:30～12:30

ﾎﾃﾙﾄﾖﾀｷｬｯｽﾙ

2. ロータリーの友 10 月号を配布させて頂きました。
3. ガバナー月信 10 月号を各テーブルに配布させて
頂きましたのでご覧ください。
4. 地区ロータリー財団委員会より映画「ブレス し
あわせの呼吸」のご案内をご覧ください。
5. 豊田市国際交流協会より「とよたワールドマッ
プ」のご案内をご覧ください。
6. 地区大会ご参加の方へ登録料のお願いをポステ
ィングさせて頂きました。
＜クラブ内報告＞
1. 本日例会終了後、理事役員会を「伏見の間」にて
行いますのでご関係の方はよろしくお願い致し
ます。
2. 次週 10 月 8 日（月）は体育の日の為休会です。
書籍類寄贈
杉浦 直人国際奉仕委員長

豊田市国際交流協会 理事長
豊田彬子様
豊田市国際交流協会 事務局長
古橋三吉様
事業の利益促進、事業の繁栄および親睦を掲げました。 豊田市国際交流協会へ１０万円の寄付金を進呈。交流
１９０８年 アーサー・フレデリック・シェルドンが
協会様より感謝状を頂きました。
物質的相互扶助の代わりに、奉仕理念をロータリーに
１９０５年に発足したロータリークラブは、会員の

提唱しました。
シェルドンの奉仕理念は、継続的な事業のためには、
自分の儲けを優先するのではなく、自分の職業を通じ
て社会に貢献するという、意図を持って事業を営むべ
きだと考えました。さらに、良好な労働環境を提供す

告知

ラグビーワールドカップ
組織委員会

るため、利益を独占するのではなく、適正に再配分す

２０１９年に行われるラグ

ることが継続的に利益を得る方法だと考えました。

ビーワールドカップの告知

シェルドンは、持続して繁栄している幾つかの企業

をして頂きました。

に共通して見られる特徴を、サービス（奉仕）と名付
けました。
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委員会報告

安江修二君：野田清衛さん、本日天野様とコラボの卓

≪親睦活動委員会≫
「１０月度会員誕生日」

土面

尋志君

話をさせて頂きます。皆様、よろしくお願い致します。

小幡輝雄君

西村福海君・鈴木勇夫君・八木待次君・杉浦栄二君・

今瀬玄太君

間瀬順一君・大矢伸明君・山上勝己君・酒井泰明君・

梅村正裕君

近藤厚司君・河合克彦君・水嶋淳君・浅井英之君・

西山

潤君

林茂男君・太田昌宏君・兼子勝美君・山形悦男君・

星野晴秋君

野場基君・杉浦直人君・神谷芳之君・中根義人君・

松山赫辰君

柴田久尚君・西山潤君・市川幸治君・熊﨑敏毅君・

近藤直哉君(還暦)

勅使河原孝君・服部潤一君・伊豫田裕保君・川澄浩
一君：安江さん、本日の卓話を楽しみにしています。

≪野球同好会≫
杉浦 栄二君
1. ９月１７日（月）甲子園球場の全国ロータリーク
ラブ野球大会に参加しました。岡山北西ＲＣ戦と
対戦して１５対２で快勝して参りました。
2. 豊信杯５節を１０月４日（木）、６節を１０月１
１日（木）に昆森公園にて行います。
≪青少年奉仕委員会≫
岡田 耕一君
９月２３日（日）少年野球 新人戦大会の決勝戦およ
び閉会式が行われました。本事業の実施に際して、
多くの方にご協力頂きました。大変ありがとうござ
いました。

佐藤栄亮君、佐々木勇人君：１０月のニコボックスを
担当させて頂きます。よろしくお願い致します。

卓

話

安江

修二君

ゲストスピーカー
地域人文科学研究所

代表理事

天野博之様

「自分を見つめ・地域文化の継承の取り組み」と題
して、安江修二君より歩行測定機器の特性についてご
説明を頂きました。
続いて野田清衛君より天野博之様のご紹介があり、
天野様より足助町本町にある、かつて足助の高級料亭
として名を馳せていた「寿ゞ家（すずや）
」との出会
い、そして重要性についてわかりやすくご説明を頂け
ました。

ニコボックス

佐藤栄亮君、佐々木勇人君

内藤明文会長・松永郁也会長ｴﾚｸﾄ・硲伸夫副会長・
近藤正行幹事：本日は安江修二君の卓話です。楽し
みにしています。よろしくお願い致します。

理事役員会報告

杉浦栄二君：弊社の山口工場が竣工致しました。

第１１回理事役員会において審議可決されました。

堀川浩良：小山さんが会長のトヨタ自動車安全衛生協
力会から安全表彰をして頂きました。
深津澄男君：今年も拳母まつりの時期となりました。
皆さん、是非見に来てください。

（1）11 月度例会について
（2）指名委員会について
（3）子ども歌舞伎支援に関する件
（4）「北海道胆振東部地震」義援金に関する件
（5）その他

岡田耕一君：豊田西ロータリークラブ旗新人戦大会を
無事に終える事ができました。子供たちの溌溂とした
プレーに心洗われました。皆さんのご協力ありがとう
ございました。
渡辺智邦君：小幡さん、先日はありがとうございまし
た。

【2018 年 10 月予定】
8 日・休
会
15 日・クラブフォーラム
22 日・親睦出張例会
29 日・休
会
【2018 年 11 月予定】
5 日・卓
話
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(体育の日)
(米山奨学委員会)
(親睦活動委員会)
(定款第 8 条の規定を採択)
(鈴木元和君)

