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11 月はロータリー財団月間です！ 
 

【前々回の会長挨拶】 

今月は米山月間です。米山記念奨学会への寄付にご協力頂き有難うございます。来月 11 月は

ロータリー財団月間であり地区の財団委員会から安城 RC の神谷研さんにロータリー財団につ

いて卓話を頂きますが米山月間については特に卓話を予定していません。私から簡単に米山記

念奨学会について説明します。公益財団法人米山記念奨学会は、勉学･研究のために日本に在留

している優秀な私費外国人留学生に対し、日本全国のロータリアンからの寄付金を財源として

奨学金を支給し支援しています。今回の寄付金はこの奨学金の財源となるものです。当クラブ

でも直近では中国からの留学生･候利明君を米山奨学生として受け入れました。世話クラブやカ

ウンセラーとの交流を通じてロータリーの精神を学び、国際交流を理解し、世界と日本の架け橋になっていただくと

いう高邁な理念によって運営されています。今後ともご協力をお願いします。米山で言いますと、三島市の近く静岡

県駿東郡長泉町に米山梅吉記念館があります。本年度も運営のための寄付金の依頼がありましたので、先月会員 1 人

当たり 100 円 合計 5,400 円を寄付しました。名前を聞くことはありますが一度も行く機会がなかったので、今回

5 月の親睦旅行で行く企てをしています。もし実現しましたら多くの皆さんの参加をお願いします。初めて行くとい

いますと、WFF 例会を 10 月 28 日(日)に実施します。私自身一度も行く機会がなかったので今回例会としました。

最後になりますが、平成 27 年当クラブ(浅岡年度)が主催した地区大会の際に作成したクラブのブルゾンの在庫が無

く新会員に配布できていません。次年度は市川ガバナー補佐のもと IM を主催するなど全員で着用する機会が予定さ

れます。クラブの一体感を醸成するためにも必要ですので、理事会の承認を得て追加で注文をしようと思っています。 

【前々回の卓話】「宅建業に見る官民協働事業」  （公社）愛知県宅地建物取引業協会 西三河支部  

～岡崎市における空家対策から立地適正化～       支部長  大高 利之 様 

今回卓話させて頂くにあたり岡崎東 RC には旧知の方も見えるので大変懐かしく感じていま

す。現在日本の人口は 1億 2500 万人程ですが、およそ 20 年後の 2040年頃には 1 億(20％

減)まで落ち込むとされています。これによっておこる税収減、それに伴う公共施設の維持管理

難、その結果サービスの低下、といった問題が近い将来必ず訪れます。また行政の各課、各担

当者はおおよそ３～4 年で人事異動が行われるため、一見専門家の様にみえても、実際は素人

と差ほど変わりないのが現状です。このような問題を解決する為のひとつとして『ＰＦＩ』（ﾌﾟ

ﾗｲﾍﾞｰﾄ・ﾌｧｲﾅﾝｽ・ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ＝公共施設等の管理や運営などを専門分野の民間に委託する）が行

われています。岡崎市で言えば、「げんき館」「乙川浄水場」「こども発達センター」「市営住宅」「給食センター」、ほか

は水道局の窓口や、篭田公園の駐車場・中総の運営管理などがあげられ、現状上手く運営されております。 

また近い将来として考え、進められている事が『コンパクト・シティ化』です。これは「都市機能融合区域」や「居住

誘導区域」へ進んで住んでもらうことにより、現状よりも施設管理やインフラの整備などの効率化が図れるというもの

です。このように、今迄あまり繋がりのなかった『公共』に関する様々な事柄が『民間』へと流れつつあります。 

皆様には是非この流れを仕事に繋げていただき、より一層の業務繁栄と市への貢献をしていただければ幸いに存じま

す。本日はご清聴、有難うございました。 

 
ショートスピーチ 鈴木公市君 

 
分区内交流にてお越しの 

豊田中 RC の皆さん 

 
本日の卓話者 大高利之様へ 

宇野副会長よりお礼の言葉 

 
ようこそ！ 

本日ビジターの皆様 

46 期【No14 号】第 2178/2179 回例会                   201８/1１/１ 

            合併号 （過去 3 回の修正出席率 9/20:100% 9/27:100 % 10/4:100%） 

 

 

 

【本日の卓話】              「 ロータリー財団 今、やるべきこと 」 地区ロータリー財団委員会 神谷研君 
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【前回の例会】 「ワールドフード＋ふれ愛フェスタ親睦例会」  会場 久屋大通公園 もちのき広場 

平成 30 年 10 月 28 日(日)名古屋市栄久屋大通公園にて開催された、国際ロータリー第 2760 地区主催の「第 6 回 ワ

ールドフード＋ふれ愛フェスタ」へ親睦例会として初参加しました。これ以上ないほどの好天に恵まれた中で行われた

例会、懇親会は普段とは違った趣の大変充実したものとなりました。 

 
野村会長 点鐘 

 
村井總一郎ガバナーご挨拶 例会 もちのき広場にて 例会 もちのき広場にて 

 
名古屋栄 久屋大通公園 

 
メインゲート  

収益金はエンドポリオ計画に寄付 
 

世界各国の出店テントは大盛況 

 
青空の下 

 
秋風が心地よく 

 
ビールが美味しい！ 

 
各国の料理に舌鼓 

 
 

   

 
 

 
ローターアクトの皆さんにも 

 
ご協力いただいています 

 
各クラブの活動をパネル展示 
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会員ショートスピーチ 鈴木公市君 

幹事報告(坂野弘君)  
■ 次週 10/25(木)の例会は 10/28(日)11:30～ワール

ドフード+ふれ愛フェスタ会場に振り替えての例会で

す。お間違えないようにお願いします。服装は自由、

会場でチケットを配りますので各自お楽しみください。 

■ 国際ロータリーよりハンブルク国際大会での日本人朝

食会は中止となりましたとの連絡がありました。 
■ 10 月でクールビズは終了します。11 月 1 日の例会よ

りネクタイ着用をお願いします。 

■ 10/24(水)地区公共イメージ向上委員会に坂野地区公

共イメージ副委員長が出席します。 

■ 10/27(土)形埜小学校学芸会にて水質保全助成金の贈

呈をします。野村会長･金本環境保全委員長が出席です。 

■ 例会変更につきましては週報あづまをご確認ください。 

ビジター報告【岡崎城南ＲＣ】1 名【豊田中 RC】3 名 

出席委員会 本日の出席率 79.24（欠席 11 名) 

 前々回(10/4) の修正出席率 100%(欠席 0 名) 

米山奨学委員会 小銭寄付のお願い 

公共イメージ向上委員会 WWF 親睦例会の御案内 

ニコニコ委員会 
 木戸重信様(豊田中 RC) 初めて例会に参加させて頂

きます。宜しくお願いします。 

 福岡克勝様(豊田中 RC) 豊田中 RC より参りました。

少しでも勉強させていただきたいと思います。宜しく

お願い致します。 

 三浦英夫様(豊田中 RC)  例会に参加させて頂きます。

宜しくお願いします。 

 野村政弘君 大高利之様 本日は卓話をよろしくお願

いします。 

 手嶋明君･池田正君･金本孝美君･岩崎靖彦君 大高利

之様を歓迎します。卓話宜しくお願いします。 

 倉内充雄君 WFF 皆様のご参加をお待ちします。 

 長坂勲君･新浪勝也君 ニコに協力します。 

 

 

1１月の例会予定 

例会予定 例会会場 内容 

11/8(木) ― 定款第 8 条第 1 節の規定により休会 

11/15(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「インターアクトクラブの活動」光ヶ丘高校の皆さん 

11/22(木)18:00～ 柴田酒造所 「職場例会」（17:00 東岡崎南口から送迎バス出発） 

11/29(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「会員卓話」山中一君 

 

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 

11 月 12 日（月） 豊田三好 三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15 

11 月 13 日（火） 豊田中 名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00 

11 月 20 日（火） 岡崎南 岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30 

11 月 21 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 27 日（火） 岡崎城南 ガバナー公式訪問 同時進行のためビジター受付なし 

11 月 30 日（金） 西尾 KIRARA 定款第 8 条第 1 節の規定により休会 

12 月 3 日（月） 豊田三好 三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15 

12 月 5 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 

12 月 11 日（火） 西尾 西尾信用金庫中央支店 204 号室 11:30～12:30 

12 月 12 日（水） 岡崎 岡崎市竜美丘会館 11:30～12:30 

12 月 17 日（月） 豊田西 名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30 

12 月 18 日（火） 岡崎南 岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30 

12 月 18 日（火） 岡崎城南 岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30 

12 月 18 日（火） 豊田中 名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00 

12 月 19 日（水） 豊田東 ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30 

12 月 19 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 20 日（木） 名古屋宮の杜 例会変更（ビジター受付なし） 

12 月 21 日（金） 西尾 KIRARA 西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30 

12 月 25 日（火） 岡崎南/岡崎城南/豊田中 定款第 8 条第 1 節の規定により休会 
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12 月 26 日（水） 碧南 碧南商工会議所 1 階事務室 11:30～12:30 

12 月 26 日（水） 岡崎/豊田東/三河安城/知立 定款第 8 条第 1 節の規定により休会 

12 月 27 日（木） 愛知三州 定款第 8 条第 1 節の規定により休会 

  

【参加報告】形埜小学校学芸会（助成金授与式）  2018/10/27(土)    環境保全委員長  金本孝美  

 10 月 27 日(土)平成３０年度形埜小学校学芸会へ野村政弘会長とともに出席をしてまいりました。当日、当ク

ラブ会員の山内隆一さんも来賓でお見えになっておりました。 

学芸会は児童の練習の成果が発揮され熱のこもった内容でした。当クラブより形埜小学校への助成金の授与式

を執り行った後、梅田康典校長と今後の環境学習への取り組みについて意見交換を行ってまいりました。 

    

同好会便り 

同好会 開催予定日 場所 内容 

あづま会 11月29日(木)～30日(金) 葛城 GC 北の丸 定例会 

ひよどり会 11 月 15 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 


