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鐘》松永 郁也 会長
唱》君が代・奉仕の理想

支店長山上勝己さんの退会、野村證券豊田支店長三上一成

佐々木 勇人

君

妻が来日され、8 月 8 日歓迎晩餐会に鈴木幹事、金山地区

出席対象会員９５名

ＲＹＬＡ委員長と共に出席して参りました。昨日、豊田軟

本日欠席者２２名

式少年野球クラブ・豊田西ＲＣ旗第 38 回新人戦大会開会

出席報告
会員総数

令和元年 8 月 19 日

１１０名

本日出席者 ８１ 名

さんが新入会員候補者として承認されました。
また、2019－2020 年度マーク・マローニーＲＩ会長ご夫

式に、青少年奉仕委員会長坂委員長、佐藤副委員長、野球

本日出席率 ７８．６％
７月２９日（第 2228 回）修正出席率 100 ％

会長挨拶

松永郁也会長

同好会メンバーと共に出席して参りました。
「第 7 回ワールドフード＋ふれ愛フェスタ」チケット協賛
についてですが、10 月 12 日(土)～13 日(日)名古屋・栄久
屋大通公園(エンゼル広場、エディオン久屋広場)で開催さ
れます。この収益金は、
「パキスタンへの支援」
「エンドポ
リオ計画」に寄付されます。「ロータリーの公共イメージ
と認知度の向上」、
「人道的奉仕の重点化としてポリオを根
絶」のため、ロータリアン全員参加型イベントとして実施
されます。そこで会員の皆様にご理解とご賛同をお願い申

本日の卓話者は、会員の池田憲治さんで、ゲストスピーカ
ーとして永井宏幸様をお招きしております。演題は「アメ
フトで得た私の人生」です。楽しみにしております。よろ
しくお願い致します。農村舞台寶栄座協議会会長の青木信
行様にお越しいただいております。後ほど目録贈呈をさせ
ていただきます。
それでは、8 月 5 日理事役員会が開催され、以下の案件
が承認されましたので報告させていただきます。
9 月度例会、2 日は米山奨学委員会安江委員長の担当で
地区米山記念奨学委員長山田直樹様をゲストスピーカー
としてお招きします。9 日は那須健太郎さんの卓話で演題
は「自己紹介」です。16 日、23 日は休会です。30 日は親
睦出張例会で、静岡焼津・富士方面です。奥様お誘いあわ
せの上、多くの皆様のご参加をお待ち申し上げております。
その他、親睦夜間例会の決算、日本介助犬協会への支援、
豊田市国際交流協会への支援、6 月 30 日までの創立 50 周
年記念事業中間会計報告が承認されました。野村證券豊田

し上げ、協賛チケット(1 枚 2000 円で 1600 円分の会場利用
クーポン)の購入の依頼が参っておりますので、事務局も
しくは鈴木幹事へお申し込みいただきたいと存じます。
11 月 9 日～10 日開催の 2019－2020 年度 2760 地区大会
参加についてですが、入会 3 年未満の会員の皆様で参加し
た事のない方はできる限り出席いただきますようお願い
致します。
9 月 4 日開催の豊田三好創立 30 周年記念事業「ＳＤＧｓ
（Sustainable Development Goals）
」講演会ですが、2015
年 9 月に国連加盟 193 か国によって採択された「持続可能
な開発目標」です。2030 年までの世界目標で、17 の目標・
169 のターゲットから構成され、地球上の「誰一人として
取り残さない」ことを誓っています。17 の目標とは、貧困・
飢餓・人権問題や環境保全・エネルギー、医療福祉、世界
平和など、この地球が私たちの子や孫にとって明るく平和
で、安心して暮らせる惑星であるため世界中誰もが取り組
める目標であり、日本においても各省庁からなる政府機関

2230 回会報 8 月 19 日 1

や県単位、市町村や企業も率先して取り組まれています。
興味のある方は、事務局までお申し込みいただきたいと存
じます。以上で報告・挨拶とさせて頂きます。

幹事報告

鈴木 勇夫幹事
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。
知立Ｒ.Ｃ ８月２１日（水）１１:３０～１２:３０
ホテルクラウンパレス知立５Ｆ
＜クラブ内報告＞
１、ガバナー公式訪問のご案内をポスティングさせて頂き
ましたのでご返信の程よろしくお願い致します。
２、ガバナー補佐訪問後開催のクラブ協議会のご案内を関
係する方のみポスティングさせて頂きました。
３、９月１０月例会プログラム変更につきましてポスティ
ングさせて頂きましたのでよろしくお願い致します。

目録贈呈
農村舞台寶榮座

会長

青木信行様

梅村正裕君：豊田西 RC 旅行同好会、楽しい青森ねぶた祭
りが開催できました。ありがとうございました。
岡本英治君：先日の旅行同好会に参加の皆さんお疲れさま
でした。また、梅村正裕さんには大変お世話になり、本当
にありがとうございました。
宮川尚人君：連休明け以降もよろしくお願いいたします。
池田憲治君：本日は卓話当番です。ゲストに永井宏幸さん
をお迎えしました。よろしくお願いいたします。
長坂義幸君：卓話担当池田さんご苦労様です。ゲストスピ
ーカー永井様ありがとうございます。卓話楽しみにしてい
ます。
神谷芳之君：ゲストスピーカー永井さん、お久しぶりです。
ようこそいらっしゃいました。楽しいお話を期待していま
す。池田さん、先日はお世話になりました。
熊崎敏毅君・近藤正行君・間瀬順一君・西村福海君・寺田
壽孝君・太田昌宏君・河合克彦君・岡田善光君・須藤昭一
君・古井弘二君・梅村昌彦君・坂本守君・伊藤憲行君・田
中清貴君・西山潤君・原田立朗君・佐藤栄亮君・勅使河原
孝君・中村政二君・柴田久尚君・浅井英之君・加納一弘君・
杉浦栄二君・深津澄男君・伊豫田裕保君・岩月善尚君・山
形悦男君・岡田耕一君・中川俊治君・井戸春幸君・松谷一
機君・杉浦直人君・林茂男君：本日の卓話に投金頂きまし
た。

委員会報告

卓

≪青少年奉仕委員会≫
豊田西ロータリークラブ旗第 38 回新人戦大会の開会式
が 8 月 18 日（日）に開催されました。

ゲストスピーカー：永井宏幸様
演題：「アメフトで得た私の人生」

話

池田

憲治君

理事役員会報告
第９回理事役員会において審議可決されました。

ニコボックス
松永郁也会長・硲伸夫会長エレクト・川澄浩一副会長・鈴
木勇夫幹事：本日は池田憲治さんの卓話です。ゲストスピ
ーカーは、アメフトで有名な永井宏幸さんです。宜しくお
願いします。
長坂剛充青少年奉仕委員会：昨日は松永会長、佐藤副委員
長、野球同好会、間瀬さん、岡本さん、近藤さん、勅使河
原さん、杉浦さん、少年野球の開会式に参加頂きありがと
うございました。
内藤明文君：甲子園、全国の土に育った大輪の花たち毎日
散って行く、最後に一輪だけ、一瞬輝き静かに花を閉じる。

（1）９月度例会について
（2）親睦夜間例会決算に関する件
（3）日本介助犬協会への支援に関する件
（4）豊田市国際交流協会への支援に関する件
（5）退会届について
（6）新入会員候補者に関する件

【2019 年 8 月予定】
26 日・創立記念例会
【2019 年 9 月予定】
2 日・クラブフォーラム
9 日・卓
話
16 日・休
会
23 日・休
会
30 日・親睦出張例会
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（松永郁也会長）
（米山奨学委員会）
（那須健太郎君）
（敬老の日）
（秋分の日）
（親睦活動委員会）

