45 期【No8】第 2128 回例会
（過去 3 回の修正出席率

【本日の卓話】

「

ガバナー補佐訪問
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」

8/3：98.04％

ガバナー補佐

8/10：100％）

柴田芳孝君（岡崎ＲＣ）

９月は基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間です！

【前回の会長挨拶】
先日、我々の同世代３３年生まれの友人が岡崎平和学園へ慰問し、夏祭りを行ってきた
という事で、自分が参加出来なかった事もあり話を聞いてまいりました。当クラブでも
芋掘り収穫体験で一緒に活動しておりますが、今回も子供たちが大変喜んでおったと聞
きました。また初めて慰問したメンバーも、子供たちと触れ合ったことで、自分たちの
恵まれた環境にも感謝する事が出来たと語っておりました。こういった話しを聞いてお
りますと、最近 NHK でよく放送されております「子ども食堂」という特集を思い出し
ます。家の年収が 175 万円以下の貧困家庭が小学生の６人に１人という世知辛い状況
が有り、又様々な家庭の事情により、食事を満足に与えられていない子供たちに食事を提供する団体があると
知り大変驚きました。いずれにしても、私もいつか機会があったら参加してみたいと思っております。

【前回の卓話】

「人口推移とその対応」

岡崎市 総合政策部 次長 企画課長兼務 永田優様

現在、世界の人口は 74 億人いるといわれており、1 年毎におよそ 7000 万人づつ増
え続けています。しかし、人口数の世界第 10 位である日本では、現在 1 億 2700 万
人の人が生活していますが、ピークの 2008 年（およそ 9 年前）からは既に 100 万
人減少しており、今から 100 年後には 6 千万人、200 年後は 1750 万人、400 年
後に至っては 12 万人にまで減少していくと予想されています。また年齢別人口割合で
みても、2 人に 1 人であった子供の割合も 50 年後には 10 人に 1 人まで減るといわ
れています。これは現在も含め、近い将来には保障制度等の崩壊を意味します。現在岡
崎市では 38 万 5990 人（9 月 1 日時点）が暮らしており、1 年当たり約 1500 人づつ増加してきています。
これは平成 42 年あたりまで伸びていくと予想されていますが、今後の課題としては、今よりさらに地域の魅力
を向上させた上に、社会の状況を維持していく必要があると思います。その為には安定した雇用環境とそれを支
える労働力確保（自然人口増加）の為、まずは次世代を支えていく子供を生み・育てていくための住みやすいま
ちづくりを目標にしていきたいと思っております。

黒井ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長と永田様

卓話：
「人口推移とその対応」

岡崎ローターアクトクラブ様

ご来訪者
2018-19 年度西三河中分区ガバナー補佐 鈴木正輝様
岡崎ローターアクトクラブ 中谷ちひろ様・斉藤清美様
幹事報告(安井健次君)
■ ９月のロータリーレートは、1 ドル 109 円です。
■ ９/９(土)地区審議会及び指導者育成セミナーが開催さ
れ、梅村副会長に出席していただきます。
■ 本日 14 時半～ガバナー公式訪問に向けて岡崎ＲＣと
打合せ会に林会場委員長、幹事安井が出席します。
■ 地区研修･協議会の報告書が届いています。ご参加頂い
た方は、アレンジケースをご確認ください。
■ 安城ＲＣよりクラブ創立 60 周年記念事業 写真コンテ
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ようこそ！本日のビジター

スト応募要項配布ご協力の案内が届いています。
本日 19 時～りぶらにて岡崎ＲＡＣ例会が開催され、
佐野真琴ローターアクト委員長が出席します。
9/10(日)６時～菅生川草刈一斉清掃が実施されます。
次週９/14 例会はガバナー補佐訪問です。上着バッジ
着用でお願いします。例会終了後、柴田ガバナー補佐
をお迎えしての第４回クラブアッセンブリーを開催し
ます。出席対象者の方はご出席をお願いします。
岡崎市美術博物館から「ウェールズ国立美術館所蔵 タ
ーナーからモネへ」の案内が届いております。
本日、例会終了後にローレライにおいて定例理事会を
開催いたします。役員理事の方の出席をお願いします。

ビジター報告 【豊田三好 RC】1 名
出席委員会
本日の出席率 86.54%(欠席 7 名)



前々回(8/10)修正出席率 100%(欠席 0 名)
社会奉仕委員会 菅生川草刈一斉清掃のお願い
青少年奉仕委員会 WWF バザーご協力のお願い
ロータリー財団奨学委員会 小銭寄付のお願い





ニコボックス委員会
 鈴木正輝君(豊田三好 RC)

2018～19 年度ガバナー
補佐を受けることになりました。本日は会長の生駒様、
幹事の安井様、会長ｴﾚｸﾄ様にごあいさつと次年度の打
合せに来させて頂きました。会員の皆様には今年度と
次年度お世話になりますがよろしくお願い致します。
 岡崎ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ 中谷ちひろ君・齊藤清美君 本日は
チャリティーバザーの物品提供にご協力頂きたく参り

９月の例会予定



例会予定







ました。よろしくお願い申し上げます。
宇野弘隆君 本多君、草刈の時駐車場お借りします。
よろしくお願いします。
坂野弘君 9/13 にガバナーのホームクラブの名古屋
名駅 RC にて公共イメージ向上委員会の卓話を行って
きます。ドキドキです。
坂野弘君 次年度西三河中分区ガバナー補佐 鈴木正
輝君を歓迎します。
鋤柄英明君 dot＆blue ステキなお店でした。
三城偉央君 マハラジャで踊ってきました。
池田正君
今日の司会を担当させていただきます。
長坂貴之君 父の代わりにニコに協力します。
柴田健吉君(20 年)浅岡謙治君(20 年)青山俊次君(17
年)中根匡規君(7 年)佐藤寿行君(3 年)皆出席を喜んで。

例会会場

内容

9/21(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「自立支援と介護労働負担軽減に資する介護ロボット」
大和ハウス工業㈱ﾋｭｰﾏﾝ･ｹｱ事業推進部長 田中一正様

9/27(水)12:30～

岡崎ニューグランドホテル

「ガバナー公式訪問」ガバナー 神野重行君（名古屋名駅ＲＣ）

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

9 月 19 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

9 月 19 日（火）

岡崎南

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

9 月 20 日（水）

豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

9 月 20 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

9 月 22 日（金）

安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

9 月 25 日（月）

豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

9 月 29 日（金）

安城

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

10 月 2 日（月）

豊田西

名鉄トヨタホテル 7 階 例会場 11:30～12:30

10 月 3 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

10 月 17 日（火） 岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

同好会便り
同好会
あづま会

開催予定日

内容

9 月 28 日(木) ザ･トラディショナル GC

ひよどり会 9 月 14 日(木)
写楽会

場所

チャーム

定例会
定例会

有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示

♪♪ ＡＺＵＭＡ 気まぐれグルメコーナー ♪♪

第３回

市川幾雄君

「ぶらり旅行記」 旅行の時の食レポになりますが、１件は山形
県北村山群大石田町「きよそば」さんにて板蕎麦・鳥蕎麦を食
べてまいりました。山形といえば冷やし肉蕎麦などありますが
腰が強くて GOOD ですよ。少々遠くてすいませんが m(._.)m 。
もう一つは長野県下伊那平谷村の「いろり焼き大柳」
。アマゴの
塩焼き・フライと五平餅を自分で焼いて食べます。親父が五月
蠅いけど素朴で美味しいですよ～。
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