45 期【No39 号】第 2161 回例会

2018/6/21
（過去 3 回の修正出席率

【本日の例会】
「

「

5/17:100%

一年を顧みて

」

5/24:97.87% 5/31:97.87%）

会長 生駒尚久君・幹事 安井健次

君
6 月はロータリー親睦活動月間です

【前回の会長挨拶】
先週の６月８･９日で七ヶ浜ＲＣへ行ってまいりました。向こうに着きましたら空港で出迎
えていただきまして、立派な食事も用意してもらい大変なおもてなしを受けました。そして
向こうの施設等を案内してもらいました。私も震災直後はよく行っており、道路に大きな船
が留まっていたり、工場のタンクがあちこちに流れていたり、その状況をみて復興するまで
には 10～20 年はかかるのだろうと思っておりましたが、この７年程でここまでになりま
して改めて驚きました。まだまだ工事の方は盛んに行われておりますが、クラブの方に聞き
ますと８～９割の工事は終わっているそうで、物凄い税金を投入して集中的に復旧を行っているのが分かります。
街並みについても６ｍ程の堤防が建設されておりまして、住宅の方は殆ど高台に移り、高い場所から見ると綺麗な
景色が見えます。地元の方たちにはどの様に見えておるのでしょうか。七ヶ浜ＲＣは２０人弱の小さなクラブです
が、岡崎市民会館より立派な施設がありまして大変素晴らしいと思いました。２日目は立派な酒蔵の方へ案内して
いただきましたがゆっくり見学出来ずに時間がきてしまいました。向こうからお酒を送ってもらいましたので、最
終例会には出そうと思っております。次回はもう少し時間をとって皆さんとゆっくり行けたらなと思いました。

【前回の例会】

「

家庭にかわる子どもたちのお家

」

岡崎平和学園 施設長 小笠原寛様

まず皆様には日頃、芋ほり体験を通じて当学園を支持していただきまことにありがとうござ
います。現在我が岡崎平和学園では 2 歳という幼児から甲子園を目指している高校 3 年生
まで幅広い世代、総勢 57 名で生活しております。この子らは全て、保護者がいない・虐待
を受けていた・その他環境上などの理由等によって入所してきました（現況：全国に約６０
０施設、内入所数約３万人。愛知県内では３５施設に約１６００人）。当時まともな生活を
送っていない彼らへの私共の役割は、施設での生活を通じて家庭（施設）に帰れるようにす
ること・立派に社会へ自立できるようにすることです。そんな活動を行っていく中で、彼らが自分の中で持って
いた夢（公立大学進学・保育士になる・社会貢献）を実現し、またそれを伝えに学園を訪れてくれるときなどは
養護活動冥利に尽きます。そんな学園も現在、老朽化の進行や水害による浸水の恐れなどで、新たな土地への移
転と新しい学園の建設を計画しております（移転地：岡崎市国正町）。こちらは現在資材の高騰などで募金を行っ
ている状態ですが、今年度の 7 月に報道発表、１０月に工事着工、２年後の３月完成、４月開園の予定で進んで
おります。現在、一部の子ども達を取り巻く環境は想像以上に厳しいものです。岡崎平和学園は、子どもたちに
とって安心・安全に生活できる「家」となり、また無限に秘めた可能性を発揮して「夢」をかなえていってもら
えるように今後も努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。

岡崎平和学園の皆様と金本委員長

「家庭にかわる子どもたちのお家」
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生駒会長より卓話者へお礼

ようこそ！本日のビジター様

幹事報告(安井健次君)
【第 23 回理事会報告】
１.日帰り親睦家族例会決算報告の件
１.創立 45 周年記念事業･式典決算報告の件
１.正会員退会の件：原田耕平君 6 月末付退会
１.慶弔費の支出の件：長瀬楽人会ＲＣＣ代表上原久様
１.19-20 年度分区幹事選任の件：畔栁秀幸君･稲垣寿君
以上につき承認されました。詳細につきましては議事録
をご覧ください。
■ 地区１０年史編纂委員会よりご案内です。地区１０年
史ご希望の方は幹事までお知らせください。
■ 6/15(金)ホテルナゴヤキャッスルにて地区役員及び
会長幹事懇談会が開催され、幹事安井が出席します。
■ 6/20(水)魚清にて第４回岡崎４ＲＣ会長幹事会が開
催され、生駒会長･野村エレクト･坂野副幹事･事務局河
内さん･幹事安井が出席します。
■ 6/15(金)岡崎 RAC 最終例会が ROPPONGI で開催さ
れ佐野委員長･三城次期青少年奉仕委員長が出席します。
■ 報告書の原稿提出期限は 7/13 迄です。期限内に提出
していただきますようご協力をお願いします。
■ 本日 18 時より現･次期合同クラブアッセンブリーが魚
清において開催されます。
■ 例会変更の案内が来ています。詳しくは週報あづまを
ご覧ください。
ビジター報告 【岡崎 RC】1 名
出席委員会
本日の出席率 84.62%(欠席 8 名)

前々回(5/31)修正出席率 97.87%(欠席 1 名)
雑誌委員会 ロータリーの友 6 月号記事紹介

ニコボックス委員会
 生駒尚久君
 山内隆一君













七ヶ浜 RC 例会に参加してきました。
七ヶ浜町の視察に行ってきました。七ヶ
浜 RC の例会に参加し大歓迎を受けて美味しいお酒を
しっかり呑んできました。参加していただいた皆さん
ご苦労様でした。西脇君旅行の手配とレンタカーの運
転有難うございました。
野村政弘君 七ヶ浜 RC を訪問したところ心の込もっ
たおもてなしを受けました。
青山俊次君 岡崎平和学園 小笠原様･山田様のご来訪
を歓迎します。
金本孝美君 岡崎平和学園 小笠原様、本日卓話を宜し
くお願いします。
新浪勝也君 先週日帰りで北海道へ行ってきました。
宇野弘隆君 河合のホタルを見てきました。道路の傍
で見られるので皆さんもどうぞ。
春名祐樹君 この数週間でたくさんの当クラブの方に
お店に来て頂きました。皆さん有難うございました!
三城偉央君 私の 45 周年記念パーティーどうも有難
うございました。
小木曽進君 ラストスパート頑張ってください。
長坂勲君･杉田広喜君 ニコに協力します。
小出一輔君 皆出席を喜んで。
中根匡規君 本日早退させていただきます。

６･７月の例会予定
例会予定

例会会場

6/28(木)18:00～
7/5(木)12:30～

内容

アクアガーデン迎賓館

「最終親睦夜間例会」

岡崎市竜美丘会館「501」 「就任挨拶」会長 野村政弘君・幹事 坂野弘君

7/12(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」 「今年度事業計画」職業奉仕委員長/国際奉仕委員長

7/19(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」 「今年度事業計画」社会奉仕委員長/青少年奉仕委員長

7/26(木)18:00～

魚清

「新年度親睦夜間例会」
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

6 月 22 日（金）

安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

6 月 22 日（金）

西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30

6 月 25 日（月）

豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

6 月 26 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

6 月 26 日（火）

岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

6 月 26 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 7 階 17:00～18:00

6 月 27 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

同好会便り
同好会

開催予定日

あづま会

7 月 25 日(水)

ひよどり会

7 月 12 日(木)

写楽会

場所

内容

ザ・トラディション GC 定例会及び取切り戦／総会:午後 6 時～うを勝
チャーム

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
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【七ヶ浜町視察報告】

―東日本大震災復興の現地を見る―

山内隆一君

本年は創立 45 周年でありました。5 年前の 40 周年では、記念事業として東日本大震災の復興支援をしよう
ということで宮城県七ヶ浜町へ教育備品を贈呈しました。あれから 5 年が経ち復興も進んでいるとの情報あり
今回現地視察の企画をしました。支援の仲介をしていただいた七ヶ浜ロータリークラブに日程調整をお願いした
ところ 6 月 8 日（金）9 日（土）の 2 日間で訪問することにしました。参加者を募ったところ生駒会長はじめ
9 名が参加することになりました。
8 日昼過ぎに仙台空港に到着。七ヶ浜ロータリークラブの案内・説明で町内の復興状況を視察しました。海岸
線は６ｍ高の防潮堤ができ津波対策も完成していました。流失した住宅地跡は建築禁止区域に指定され高台に造
成された住宅地に移転しました。公営住宅も建築されました。中学校も新築され生徒も元気に勉学に励んでいま
した。復興事業も 90％が進んでいるとの説明がありました。しかし、復興が 100％達成されても、多くの人
が犠牲になり、財産を失ったことはいつまで経っても消えることはないつらい思いとして残るものであることを
痛感しました。
午後 6 時からは例会に出席です。通常例会は月曜日の午後 6 時から七ヶ浜町の国際センター集会室ですが、
今回は移動例会となり金曜日に我ら宿泊先の「ホテルグランドパレス塩釜」で懇親会例会となりました。参加者
一同大接待を受け地元銘酒「浦霞」をしっかりご馳走になり交流を深めることが出来ました。
七ヶ浜ロータリークラブは、5 年前には 20 名余の会員でしたが本年度は 16 名となり厳しい状況であるとの
報告もありました。しかしこうした状況の中でもロータリー精神を守りしっかりした奉仕活動を実践されていま
す。この縁を大切にしてこれからも長く交流ができるよう努めていきたいと思います。

♪♪ ＡＺＵＭＡ 気まぐれグルメコーナー ♪♪

第 1２回

西脇謙二君

「安城の美味しい魚料理屋さん

しらゆき」

新安城駅から徒歩２分にある隠れ家的名店「しらゆき」。
旬の素材をチョイスした料理や、なかなか食べられない料理まで。
メニューにこだわらない料理を提供してもらえる割烹料理屋さんです。
どの料理も絶妙な味わいがあり舌の肥えたお客さん達で賑わいます。
安城へお越しの際は是非どうぞ。
住所
ＴＥＬ
営業時間
定休日

page 3

安城市今池町１－１７－１６
0566-97-8792
１７時～２３時
日曜日

最終親睦夜間例会

アクアガーデン迎賓館
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