45 期【No13】
第 2133 回例会

2017/10/26
（過去 3 回の修正出席率

【本日の卓話】 出張例会 「

9/14：100％

9/21：100％

9/27：96.15％）

障がい者支援に望むこと ～障がい者雇用について 」
岡崎市障がい者福祉団体連合会

理事長 加賀時男 様

10 月は経済と地域社会の発展月間・米山月間です！
ぁ

【前回の会長挨拶】
先々週になりますが姉妹クラブである松本東ロータリークラブに行ってまいりました。
当クラブからも、たくさんの方に行っていただきましてありがとうございました。まず
訪問して驚いたことは多大な歓迎を頂戴したことであります。また姉妹クラブになった
経緯や創立時の話なども、チャーターメンバーの方から紹介して頂き、とても関心を持
ったと同時に勉強になる話をいただきました。当クラブよりは 10 年程の歴史が浅いク
ラブですが、とても格式があり、素晴らしい会員の方々がいるという印象を受けました。
また松本市という所は岡崎の半分位の大きさでありながら、駅前の商業ビルやホテルなどが大変整備されてお
り、岡崎は負けているなと感じました。また例会場もすごく景色の綺麗な場所で美味しい料理やお話なども頂
きまして、御返しでこちらの 45 周年の際は、どれだけのおもてなしをしなければいけないのかをこれから考
えなければ、と思います。今までの式典の際でも先方に来訪していただいたと聞いておりますが、今年だけに
限らず若いメンバーの方も是非、松本東ＲＣの例会に参加していただけたら幸いかと思います。

【前回の卓話】

「

岡崎の治安情勢 」

愛知県岡崎警察署長

警視正

戸鹿島政晴 様

私は、明治 9 年の初代岡崎警察署長から数えて 141 年、第 85 代目となります。出身
地は豊橋市で、偶然ではありますが、貴クラブの梅村副会長とは高校の同級生でした。
岡崎署は、愛知県 45 警察内で 5 本の指に入る大規模署であります。管内の主な特徴と
しては、広い面積（豊川・豊橋の総面積より広い）・道路総距離が長い（県下 3 位）
・自
動車保有台数、人口が多い（共に県下 2 位）、且つ日本・愛知の真ん中に位置する為、非
常に交通量も多く、死亡事故・犯罪・暴力団が絶えない現状ではありますが、年々減少
傾向にあり、これも皆様のおかげと感謝しております。とは言え、1 日平均の交通事故は 40 件（内、死亡を含
む人身事故 6 件)、犯罪は 8 件（内、7 割は泥棒）、緊急事態に利用される 110 番は 136 件、相談（ＤＶ・ス
トーカーなど）は 12 件となっており、愛知県内での交通事故は、県下でワースト 3 位（現死亡事故者数は、
前年比マイナス 3 人の 6 人）
、犯罪は県下ワースト 5 位、車上狙いに限ってはワースト 1 位と不名誉な現状で
あります。空き巣や盗難などの被害では、無施錠の場合が多かったり（岡崎で 40％）、振り込め詐欺などの被
害（岡崎でも 1 件で 2000 万円の被害も）にも自己の警戒が必要です。また現在では、車両へのドライブレコ
ーダーや、住宅等への防犯カメラの記録が、事故や事件の早期解決となるケースが増えてきていますのでご推奨
いたします。まだまだこの地域も安全とは言えませんが、岡崎署員 420 名一丸となって、この岡崎を守って参
りますので、今後とも皆様のお力をお貸し頂けます様、お願い申し上げます。本日は有難うございました。

岡崎警察署長 戸鹿島政晴様

卓話：
「岡崎の治安情勢」

梅村副会長よりお礼の言葉

幹事報告(安井健次君)
【第 12 回理事会報告】
 日本のロータリー100 周年委員会運営協力金の件：
会員数×|\200 支出 承認
 地区インターアクト委員選出の件：三城偉央君承認
 新年交礼会申込みの件：￥500×14 名 承認
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ようこそ！本日ビジター様

 創立４５周年記念式典実行委員会の件：承認
（本日実行委員会構成表を配布しました。ご確認下さい）
 10/26、11/30 出張例会開催の件：承認
 形埜小学校水質保全活動助成金贈呈の件：５万円承認
 協議事項(1 人 1 本の植樹の件)：アマゾン植林事業を
進めることで承認

 10/14-15 に開催された第 5 回ワールドフードふれ
愛フェスタのお礼状が届いています。
 次週 10/26 は才栗作業所で出張例会となります。
 例会変更案内が来ています。週報あづまをご覧下さい。
 本日例会終了後ローレライにおいて第３回創立 45 周
年実行委員会を開催いたします。出席対象者の方は、
ご出席をお願いします。
 10/6(金)松本東ＲＣの例会に生駒会長始め 10 名で参
加してきました。松本東ＲＣよりお土産を頂きました。
ビジター報告 【岡崎 RC】１名
出席委員会
本日の出席率 80.77%(欠席 10 名)
前々回(9/27)修正出席率 96.15%(欠席 2 名)
社会奉仕委員会 出張例会のご案内 10/26 才栗作業所
米山奨学委員会 特別寄付･小銭寄付のお願い

ニコボックス委員会
 RID2760 西三河中分区ガバナー補佐 柴田芳孝君














またお邪魔しました。WFF ご協力有難うございました。
生駒尚久君 松本東 RC で歓迎を受けました。
小林清文君 柴田ガバナー補佐の来訪を歓迎します。
手嶋明君
長かったアユ釣りシーズン、台風 21 号
の接近であきらめがつきました。
山内隆一君 松本東 RC に訪問してきました。
西脇謙二君 松本東 RC 例会出席お疲れ様でした。
池田正君 岡崎ホームニュースに掲載された「バッケ
リングゴルフ」13 日(金)老人会で実施し大好評でした。
新浪勝也君 先週オーバーホールをしてきました。異
常なく一安心です。
小出一輔君 中根さん有難うございました。
草野信隆君 皆出席喜んで（44 年）
小木曽進君 ニコに協力します。
長坂勲君
ニコに協力します。
清水幹良君 ニコに賛同します。

11 月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

11/2(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「全員協議会」クラブ創立 45 周年記念式典全体会議

11/9(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「ロータリー財団 次の 100 年に向けて」野村紀代彦君

11/16(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」
11/23(木)

「インターアクト海外派遣研修報告」光ヶ丘 IAC 渡邉美樹様

法定休日により休会です

11/30(木)12:30～

岡崎市民会館

「出張例会」国際奉仕委員会担当

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

10 月 27 日（金） 西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30

10 月 30 日（月） 豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

10 月 31 日（火） 岡崎南･豊田中

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

11 月 7 日（火）

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

豊田中

11 月 13 日（月） 豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

11 月 29 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

11 月 29 日（水） 知立

ホテルクラウンパレス知立 501 号室 11:30～12:30

12 月 8 日（金）

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

安城

12 月 12 日（火） 西尾

西尾信用金庫中央支店 204 号室 11:30～12:30

12 月 13 日（水） 岡崎

岡崎竜美丘会館 11:30～12:30

12 月 13 日（水） 豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

12 月 15 日（金） 安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

内容

あづま会

11 月 21 日(火)9:00～

額田 GC 西コース

定例会

ひよどり会

11 月 9 日(木)

チャーム

定例会

写楽会

有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示
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