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第 2240 回例会
《司
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令和元年 12 月 2 日

第１週（曇り)

会》 山中 浩晃 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

阪本 守

１１１ 名

本日出席者

８１ 名

本日出席率

８０．２％

君

出席対象会員

９３名

本日欠席者

２０名

１１月１１日（第 2238 回） 修正出席率 100 ％

会長挨拶

松永 郁也会長

会報担当者

須藤

昭一

中分区ＲＣ懇親ゴルフ大会」の事前説明会が 12 月 3 日
（火）に開催されます。実行委員会の皆様にはお世話を
おかけいしますが、よろしくお願い致します。また、大
会当日、当クラブは例会とさせていただきますので、ご
理解・ご協力をよろしくお願い致します。
2019 年規定審議会 19-24 で採択された「クラブ年次
会合において予算と年次報告の発表を求める件」により、
クラブ定款の年次総会に関する記述が「役員を選挙する
ための年次総会は」が「役員を選挙するため、現年度の
収入と支出を含む中間報告及び前年度の財務報告を発
表するための年次総会は」に変更になりましたが、今ま
で通り前年度の財務報告は８月に、中間報告は１月に行
うことで、５ＲＣ会長幹事会で確認しました。
「2019 年
10 月沖縄県首里城火災支援金」のお願いの案内が地区
より参りました。後日支援のお願いをさせていただきま
すのでご理解・ご協力を御願い申し上げまして、報告・
挨拶とさせていただきます。
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。
岡崎ＲＣ

12 月 11 日(水)11:30 – 12:30 岡崎竜美丘会館

岡崎東ＲＣ 12 月 12 日(木)11:30 – 12:30 岡崎竜美丘会館

本日の卓話は会員の岩崎洋平さんで、演題は「自己紹介」
です。楽しみにしています。よろしくお願い致します。
来訪者のご紹介をさせていただきます。中部名古屋み
らいＲＣ山口栄子様、石野歌舞伎保存会会長 安藤一義
様・小野田照枝様、豊田市立萩野小学校校長 岩月章様、
小原歌舞伎保存会会長 永江正人様・副会長 近藤照代様、
藤岡歌舞伎保存会会長 太田伊津夫様・菊池操様です。
ようこそお越しくださいました。後程、社会奉仕委員会
松谷委員長担当の「子供歌舞伎支援事業」として目録贈
呈をさせていただきます。また、同じく社会奉仕委員会
担当で「子供食堂への支援」として地域の学生ボランテ
ィアに企画・設営をしていただく「クリスマス会」を１
２月７日（土）午後 3:00～5:00 に、ほがらか若草店に
て開催させていただきます。ぜひご参加いただき、こど
も食堂の現状を知っていただければありがたいと思い
ます。西三河中分区市川ガバナー補佐主催で当クラブ主
管により４月１７日（金）開催される「第 27 回西三河

安城ＲＣ

12 月 13 日(金)11:30 – 12:30 碧海信用金庫本店 3F

２．ロータリーの友 12 月号を配布させていただきました。

≪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。

目録贈呈

松谷一機社会奉仕委員長

子供歌舞伎支援事業

石野歌舞伎保存会様、豊田市立萩野小学校様
小原歌舞伎保存会様、藤岡歌舞伎様
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委員会報告
《ゴルフ同好会》
11/27 開催 第２回ゴルフコンペ 優勝 西山 潤君

柴田久尚君・兼子勝美君・三浦直樹君・土面尋志君
市川幸治君・岡本英治君・伊豫田裕保君・岡田耕一君
岡田善光君・鈴木真一君・西村福海君・水嶋 淳君
林 茂男君・杉浦直人君・千賀文男君・影浦健一君
久米田研志郎君：岩崎洋平さんの卓話を楽しみにしてい
ます。
近藤正行君・今瀬玄太君：今月ニコ当番です。よろしく

さなげカントリークラブにて
《親睦活動委員会》

河合克彦君・窪谷羊馬君

お願いいたします。

卓 話
テーマ ：

岩崎洋平君

自己紹介

「１２月度会員誕生日」

昨年２月に入会させていただきました。現在４２歳で
谷山芳和君

兼子勝美君 加藤久視君

土面尋志君

す。幼少期は“猿”のように外で遊ぶ活発な子供でした。

深津澄男君 山内朝貴君 長坂義幸君

陣内洋明君

中学時代は体操部で「床団体」という競技で,中日本大

松谷一機君

川澄浩一君

会３位という成績を達成し、あわや全国大会出場という

硲 伸夫君 伊藤愼一君

ところで道を踏み外してしまい、卒業後は住み込みで左

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：本日は岩崎洋平君の卓話で演題は自己紹
介です。楽しみにしています。
岩崎洋平君：本日卓話担当です。宜しくお願いします。
服部潤一君：子供歌舞伎の４団体の皆様、お集りいただ

官職人をめざし社会に出ました。悪戦苦闘の末、２７歳
で現在の（株）豊栄を設立し、現在に至っています。私
生活では３人の子供に恵まれ、ＹＥＧ，ＪＣも経験し、
来年はＹＥＧの会長も務めます。従業員に示しをつける
ため、一級技能士の資格も取りました。どうぞよろしく
お願い致します。

きましてありがとうございました。
皿井寛君：農村舞台の公演では、石野歌舞伎の安藤会長、
小野田さんには大変お世話になりありがとうございま
した。来年もよろしく。
小幡輝雄君：豊田市美展で、写真の部で入選しました。
後ろのボードに貼ってあります。見てください。
西山潤君：ゴルフ同好会コンペで優勝しました。ありが
とうございます。

12/3 西三河中分区 RC 懇親ゴルフ大会事前説明会

内藤明文君：若き日は、季節に先駆け、老いては、季節
を追い求める。
神谷芳之君・松山剛久君・三浦直樹君・近藤厚司君
八木伸介君・岡本英治君・岩月善尚君・今瀬玄太君
那須健太郎君・熊谷元紀君・河合克彦君･岩崎洋平君
窪谷羊馬君 日本クリーナー柴田さん、社長就任おめで
とうございます。これからも宜しくお願いします。
杉浦栄二君・間瀬順一君・山中浩晃君・河合克彦君
鈴木元和君・浅井英之君・伊藤信裕君・松山剛久君

【2019 年 12 月予定】
9 日・クラブ協議会
（年次総会）
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）
【2020 年 1 月予定】
5 日・豊田 5RC 新年合同例会
13 日・休
会
20 日・クラブフォーラム
27 日・クラブフォーラム

須藤昭一君・小山裕康君・田中清貴君・勅使河原孝君
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（ホスト：豊田ＲＣ）
（成人の日）
（職業奉仕委員会）
（研修委員会）

