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第 2238 回例会
《司
《点
《斉

令和元年 11 月 11 日

第２週（曇り)

会》 宮川 尚人 君
鐘》 松永 郁也 会長
唱》 君が代 奉仕の理想
出席報告

会員総数

安藤 淳

１１１ 名

本日出席者

７９ 名

本日出席率

７６．７％

須藤

昭一

ータリアンに奨励されています。また、あと少しとなった
脊髄性小児麻痺と呼ばれるポリオ(急性灰白髄炎)撲滅を最
優先課題として取り組んでいます。現在発症が起きている

君

3 か国(アフガニスタン、ナイジェリア、パキスタン)以外

出席対象会員

９４名

にウイルスが流入しないように、ウイルス流入が高い国々

本日欠席者

２４名

の子供達への予防接種も行われています。当クラブはロー
タリー財団への寄付として年間 100 ドル×人数分を年次基

１０月２１日（第 2236 回） 修正出席率 100 ％

会長挨拶

会報担当者

松永 郁也会長

金へ、30 ドル×人数分をポリオプラス基金へ納めさせてい
ただきます。その他に恒久基金、チャレンジギフト、メモ
リアル・コントリビュウション等があります。寄付の承認
として、ポールハリスフェロー、マルチプル、ベネファク
ター等があり、着用できるピン等が寄付者に贈られます。
本日、山内朝貴さんが累計 1000 ドル以上を寄付され、ポ
ールハリスフェロー証書が授与されます。また、2018～19
年度正会員全員が、年次基金・ポリオプラス基金・ロータ

今月はロータリー財団月間です。本日のクラブフォーラ

リー財団が承認した補助金・恒久基金のいずれかに少なく

ムはＲ財団委員会千賀委員長です。よろしくお願い致しま

とも 25 ドル以上の寄付をして、1 ロータリー年度の一人当

す。来訪者のご紹介をさせていただきます。地区補助金委

たりの平均寄付額が 100 ドル以上に達しているクラブに贈

員会副委員長 名古屋名東ＲＣ 藤野直子様と豊田ＲＣ杉

られる「100％ロータリ―財団寄付クラブ」として、35000

浦敏夫様です。ようこそお越し下さいました。後ほど藤野

以上のＲＣの中で 4000 のクラブが表彰され、記念のバナ

様には「ロータリー財団について」卓話をいただきます。

ーを地区大会でいただきました。皆様の会費からの年次寄

藤野様とは今年 2 月に補助金申請についてご相談をさせて

付以外に今年度理事役員からも寄付させていただきまし

いただき、大変お世話になりました。楽しみにしておりま

たが、会員の皆様にも少しずつでもご寄付をしていただけ

す。よろしくお願い致します。地区Ｒ財団委員会の中には

れば幸いに存じます。11 月 9 日、10 日開催の地区大会で

資金管理委員会、資金推進委員会、補助金委員会、ポリオ

は、記念講演をしていただいた元大阪市長 橋本徹氏とそ

プラス／職業研修チーム委員会、グローバル奨学生平和フ

の後登壇いただいた大村愛知県知事との間接的なバトル

ェロー委員会があります。当クラブの伊藤信裕さんは資金

は大変興味深いものがありました。11 月 1 日開催の第 9

推進委員会副委員長として頑張っていただいています。ロ

回豊田 5ＲＣ親睦ゴルフ大会と併せて、ご参加いただきま

ータリー財団への寄付は、財団補助金の継続的な発展を支

した皆様方に感謝申し上げまして紹介・挨拶とさせていた

援するために、毎年年次基金に寄付することがすべてのロ

だきます。
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幹事報告

鈴木 勇夫幹事

千賀文男君：本日、ロータリー財団委員会の卓話です。地

1. 例会臨時変更のお知らせが届いております。

区補助金委員会副委員長の藤野直子様にお越しいただき

豊田三好ＲＣ 11 月 11 日(月)18:15 – 19:15 保田ｹ池センター

ました。宜しくお願いします。

知立ＲＣ

ﾎﾃﾙｸﾗｳﾝﾊﾟﾚｽ知立

伊藤信裕君：地区財団藤野様、本日は豊田迄お越しいただ

豊田中ＲＣ 11 月 19 日(火)17:00 – 18:00

名鉄ﾄﾖﾀﾎﾃﾙ 1F

きありがとうございました。卓話楽しみにしています。

豊田東ＲＣ 11 月 20 日(水)11:30 – 12:30

ﾎﾃﾙﾄﾖﾀｷｬｯｽﾙ

豊田ＲＣ

ﾎﾃﾙﾄﾖﾀｷｬｯｽﾙ

≪クラブ内報告≫

堀川浩良君：久しぶりの出席になります。
佐藤仁功君、伊藤愼一君：杉浦敏夫さん、久しぶりです。
内藤明文君：芸術とは自然を模倣する事です。でも、自然

1.

本日例会終了後、理事役員会を「伏見の間」にて行い

には敵いません。日本の秋を楽しみましょう。

ますのでご関係の方はよろしくお願い致します。
内をポスティングしましたので、ご返信を宜しくお願

田中清貴君：とよしんｴｺﾉﾐｯｸﾚﾎﾟｰﾄを配布しました。
宮川尚人君：今月、例会の司会を担当します。1 並びの
縁起の良い日、宜しくお願い致します。

い致します。

小倉敦君・太田昌宏君・西山潤君・鈴木元和君・水嶋淳

2.

11 月 13 日(水)11:30 – 12:30

11 月 21 日(木)11:30 – 12:30

令和 2 年 1 月 5 日（日）豊田５ＲＣ新年合同例会の案

君・松山赫辰君・土面尋志君・河合克彦君・伊豫田裕保

ポールハリスフェロー認証

君・兼子勝美君・岡田善光君・杉浦栄二君・山仲浩晃君・
野場基君・八木待次君・寺田壽孝君・井戸春幸君・中川
俊治君・梅村正裕君・中村政二君・長坂剛充君・浅井英
之君・岡田耕一君：卓話を楽しみにしています。
水野徳之君：今月ニコボックス担当です。ご協力宜しくお
願い致します。

クラブフォーラム

山内朝貴君

委員会報告
≪野球同好会≫

ロータリー財団委員会
委員長 千賀文男君

ゲストスピーカー
地区補助金委員会 副委員長 藤野直子様
（名古屋名東ロータリークラブ所属）
テーマ『ロータリー財団について』

勅使河原孝君

第９回豊信杯 ６戦全勝！６連覇！達成しました。
納会開催予定 11 月 27 日(水)18:30- 箱屋豊田店

≪親睦活動委員会≫
「11 月度会員誕生日」

近藤厚司君

熊崎敏毅君

2019-20 年度ＲＩ2760 地区 地区大会
11 月 9・10 日（土・日）ホテルナゴヤキャッスル
田中清貴君
伊豫田裕保君
池田憲治君

大嶽仁君 水野徳之君
阪本守君
加藤鈴幸君
西村福海君
金澤典賢君
間瀬順一君

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：本日はロータリー財団委員会担当のクラブ
フォーラムです。千賀委員長、ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰの地区補助金委
員会副委員長 藤野直子様よろしくお願い致します。

名古屋名東 RC 藤野直子様：本日、財団の卓話で伺いま
した。宜しくお願い申し上げます。

豊田 RC 杉浦敏夫様：本日は勉強の為にお邪魔しました。
私の出向先財団補助金委員会の藤野副委員長がお話しさ
れます。とても分かり易い卓話です。ご拝聴のほどお願い
します。

【2019 年 11 月予定】
18 日・卓
話
（岡谷充君）
25 日・休
会
（定款第 8 条の規定を採択）
【2019 年 12 月予定】
2 日・卓
話
（岩崎洋平君）
9 日・クラブ協議会（年次総会） （松永郁也会長）
16 日・クラブフォーラム
（50 周年実行委員会）
23 日・年末家族親睦例会
（親睦活動委員会）
30 日・休
会
（定款第 8 条の規定を採択）
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