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【本日の卓話】

「長瀬楽人会活動報告」
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上原久様・矢作北小学校雅楽部の皆様
8 月は会員増強・新クラブ結成推進月間です

【７月 23 日の会長挨拶】（第２０35 回例会）
本日は、今までの会長さんもこの時期になると必ず触れております、土用の丑の日
「うなぎの話題」であります。
土用の丑の日が 2015 年は 7 月 24 日と 8 月 5 日です。昨年 2014 年は 1 回だけ
でしたが、今年は 2 回あります。ちなみに、『土用丑の日』は夏だけではなく、
春・夏・秋・冬に存在し、2015 年は
・ 冬：1 月 13 日（火）、1 月 25 日（日） ・ 春：4 月 19 日（日）
・ 夏：7 月 24 日（金）、8 月 5 日（水）
・ 秋：10 月 28 日（土） です。
土用の丑の日にウナギを食べる習慣は江戸時代に平賀源内が販売促進のために作ったと言われております。夏に
なりますとこってりと脂の乗った江戸名物ウナギのかば焼きの売り上げがどっと落ちました。店主から「客が来
なくて困っている」と聞かされ、そこで源内は「土用の丑の日にウナギを食べると夏ヤセ予防になる」宣伝文句
を作ったのです。
昔からあった土用の丑の日に『う』の字が付いた物を食べると夏バテしないと言う言い伝えをもとに宣伝したの
です。そしてウナギ屋は大盛況、それが現在まで続いているのです。今の時代で言います コピーライター の
草分け的存在だったのであります。
私は夏ヤセにあまり縁がないのですが、ウナギは大好きですので近いうちに行こうと思っております。

【7 月 23 日の例会】

「夢ある次の新しい岡崎を目指して」

岡崎市長 内田康宏様

本日は、「夢ある次の岡崎を目指して」と題しまして、最近の市政の動きについてお
話をさせていただきます。まず、現在開催中の家康公 400 年祭について。本年 1 月よ
り、岡崎市・浜松市・静岡市の家康ゆかりの三市が連携して記念事業を展開しています。
今後の主な予定と致しましては、10/30～11/3 までの 5 日間、岡崎公園において、
「家康公四百年祭岡崎城まつり」を開催、12 月 26 日の家康公の生誕日には、青く光
るＬＥＤボール 3 万個を乙川に流す「泰平の祈りプロジェクト」を実施いたします。
この 400 年祭は、お笑い芸人の「はんにゃ」のお二人と、二組の若手芸人を「家康公
四百年祭おかざき PR 隊」に任命し、関連事業の盛り上げを図っております。次に、来年の市制施行 100 周年に
つきましては、岡崎の新たな世紀の始まりとして、事業全体を「新世紀岡崎・飛躍祭」と名付けて、
「岡崎さくら
100 年プロジェクト」を実施致します。この事業では、桜を市の花に追加したり、岡崎公園周辺の桜の保護再生
などを行います。その他、全小学校区ごとの、地域の歴史や文化、逸話や自然といった魅力を、一冊の記念誌と
してまとめる「岡崎まちものがたり作成事業」も行い、市制 100 周年当時の情報を、後世に受け継いでいきた
いと考えております。こうした記念事業に加え、乙川や矢作川の水辺空間や岡崎独自の歴史的文化資産を活用し
た、
「観光産業都市 岡崎」としてのまちづくりにも取り組んでまいります。 その第一歩であります、乙川の水
辺空間を活用した「乙川リバーフロント計画」の今年度以降の事業のにつきましては、殿橋と明代橋のライトア
ップ、河川敷にランニングコースや遊歩道を整備すると共に、幅 16 メートルの(仮称)乙川人道橋の新設など、
岡崎セントラルアベニューとして再整備します。また、徳川四天王の石像については、デザインも決まり、今年
度中に制作がスタートする予定となっております。そして、東岡崎の駅前には、シンボルとなる立派な家康公の
像を設置したいと考えています。また、これらの整備に加え、ソフト事業として「泰平の祈りプロジェクト」や、
東岡崎駅と岡崎公園を乙川で結ぶ、木船の運航も行ってまいります。今後は、こうしたフォーラムやワークショ
ップなど、ひとりでも多くの方が、リバーフロント地区での様々な事業に何らかの形で関わってみたいと思って
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いただけるよう努めてまいります。特にキーポントとしては、①「おいしい食べ物」、②「魅力的なお土産」、③
「興味を引く催しや施設」
、④「岡崎ならではのサービス」の４つの要素の実現を通じて、骨格作りは行政が行い、
皆様に血肉を付け、命を吹き込んで頂くことが「観光産業」の進展に繋がると考えております。今後も、福祉や
医療、環境や教育といった基本施策の充実にもしっかりと取り組み、新たな布石を投じることにより、このまち
に生まれた子供達が、ふるさと岡崎に、より以上の愛着と誇りを持てる「夢ある次の新しい岡崎」を築くと共に、
誰もが、訪れたい、住んでみたいと思う魅力あるまちづくりに邁進してまいります。

卓話者：岡崎市長 内田康宏様

卓話：夢ある次の新しい岡崎を目指して

ようこそ！本日のビジター
と加藤広報委員長に出席して頂きます。
ご来訪者
■ 7/29(水)岡崎出雲殿での岡崎ＲＣとのＧ公式訪問の打
佐野真琴様
合せ会に、坂野会場委員長と稲垣が出席して参ります。
（オブザーバー）
■
今年度上期会費は期限 7/31 迄に納入をお願いします。
佐藤寿行君紹介
■ 次週 7/30(木)の例会は新年度親睦夜間例会です。18
時より六本木にて開催しますのでお間違いなく。
幹事報告(稲垣幹事)
■ 例会変更の案内、詳しくは週報あづまをご覧ください。
■ 7/24(金)ガバナー事務所
ビジター報告
[岡崎南 RC]1 名
での第１回地区社会奉仕委員会に酒井地区社会奉仕委
出席委員会 本日の出席率 87.50%(欠席 7 名)
員に出席して頂きます。
前々回(7/9)修正出席率 100％(欠席 0 名)
■ 7/31(金)名鉄グランドホテルでの国際奉仕委員長会議
米山奨学委員会
に石川国際奉仕委員長に出席して頂きます。
第４例会のためお帰りの際、ご浄財をお願いします。
■ 8/6(木)名鉄グランドホテルでのクラブ研修・情報委員
長・研修リーダー会議に三浦クラブ研修委員長と小林会 ニコボックス委員会
長エレクト兼クラブ研修リーダーに出席して頂きます。  浅岡謙治君・青山俊次君・生駒尚久君・金本孝美君・
■ 7/23(木)～7/31(金)インターアクト第 28 回海外派遣
新浪勝也君・橋本義紀君・原田耕平君・本田康英君 内
研修に光ヶ丘女子高等学校インターアクトクラブの神
田岡崎市長様、歓迎いたします。
本莉那さん、佐藤千夏さんが参加されます。派遣先はオ  佐藤寿行君・三城偉央君・杉田広喜君
オブザーバ
ーストラリア・パースです。尚、お二人の海外研修の報
ー佐野さんを歓迎します。
告は 8/27(木)の例会を予定しています。
 稲垣寿君 ぎっくり腰良くなってきました。
■ 名古屋大須ＲＣより、5/10 に開催された地区研修・協  草野信隆君 未来都市政策調査会総会に出席してきま
議会の報告書が届いております。出席者の方には、アレ
した。
ンジケースに配布を致しました。
 長坂勲君 ブラジルに行ってきました。
■ 7/24(金)岡崎４RC 会長幹事に浅岡会長、稲垣が出席
 小木曽進君 ニコに協力します。
します。報道関係者との懇親会に生駒クラブ奉仕委員長

【インターアクト年次大会参加報告】

青少年奉仕委員長

林

孝夫君
～7／20 名古屋国際会議場にて～

第 26 回地区インターアクト年次大会に西脇ＲＡＣ委員長と私で参加しました。
今年のテーマを「BREAK DOWN THE CULTURAL BARRIERS ～虹
をかけよう」とし、13 クラブより活動報告の発表がありました。
会場の関係もありますが、ほとんどが画像を使っての活動報告でした。個人的な
感想ですが、昨年の岡崎東がホストをした大会の方が充実し、盛り上がっていた
と感じました。

今月の BGM

タイトル名 ： クール・ストラッティン
作 曲 者 ： ソニー・クラーク（黒人ピアニスト）1931～1963
※お勧め曲
1 曲目 「Ｃ ool Ｓ truttin」
2 曲目 「Ｂ lue
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Ｍ iror」

【７月３０日の会長挨拶】（第２０3６回例会）
やっと待望の新年度親睦夜間例会がきました。
本日は、酔った勢いから始まった例を紹介したいと思います。
ハワイの海兵隊員が酒の席で「水泳とマラソンと自転車の内、どの競技が一番過酷だ
と思うか？」と言う話題が出ました。そこに居合わせた司令官が冗談半分で「全部ま
とめてやってみろ」と言ったのがきっかけでトライアスロンが始まったのだそうです。
かいく

誕生は１９７６年アメリカのカルフォニアで、日本では１９８１年鳥取県の皆生温泉
にて行われた。酔っぱらって広げた大風呂敷でも、それをちゃんと実行すると凄い結
果が待っていることもある。 今夜の宴席で何かが生まれるかも？？

【7 月３０日の例会】

浅岡会長挨拶

「新年度親睦夜間例会」

乾杯のご発声 小林会長ｴﾚｸﾄ

ご歓談

幹事報告(稲垣幹事)
■ 8/4(火)瀬戸市商工会議所にて第 13 回地区大会実行
委員会が開催され、浅岡会長、市川実行委員長はじめ
実行幹部、大会事務局、幹事で出席して参ります。
■ 今年度上期会費の納入期限は明日 7/31 までとなって
おります。期限までの納入をお願いします。
■ 次週 8/6（木）の例会は、岡崎市竜美丘会館４階の末
広の間です。お間違えの無いようにお願いします。例

【国際奉仕委員長会議】

18 時～レストラン「ROPP0NGI」

ﾌｨｵｶﾏﾚｲ ｶﾉｴﾗﾆ ﾋﾛﾐﾌﾗｽﾀｼﾞｵの皆様

会終了後に定例理事会をローレライにて開催します。
ビジター報告（7/30 サイン受付）51 名
出席委員会 本日の出席率 87.50%(欠席 7 名)
前々回(7/16)修正出席率 98.18％(欠席 1 名)

ニコボックス委員会
 黒井克宣君 初ニコ発表します。
 稲垣寿君・岩崎靖彦君 ニコに協力します。

国際奉仕委員長

石川雅規君
～7/31 名鉄グランドホテルにて～

第１回国際奉仕委員長会議に参加しました。加藤陽一ガバナーの挨拶で会議が
始まり、「（特活）ＡＭＤＡ社会開発機構の紹介と活動内容について」後半は「補
助金セミナーで地区補助金及びグローバル補助金について」の説明がありました。
グローバル補助金は短年度で行う活動の地区補助金に対し長期的で効果の明確
なプロジェクトに対しての補助金であり今後ロータリー活動で大きなお役に立つ
しくみだと思います。

８月の例会予定
例会予定
8/13(木)

例会会場
—

内容
定款第 6 条第 1 節の規定により休会です

8/20(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「末広」 「ガバナー補佐訪問」西三河中分区ガバナー補佐 小幡輝雄君
8/27(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「オーストラリア海外派遣研修報告」光ヶ丘ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞの皆様
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他クラブ例会変更・休会のお知らせ
変更予定日

RC 名

8 月 7 日（金）

サイン受付場所

安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30(七夕駐車場使用不可)

8 月 10 日～14 日 各クラブ

お盆休みにより休会です

8 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

8 月 24 日（月）

豊田西

名鉄トヨタホテル 7 階例会場 11:30～12:30

8 月 24 日（月）

豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

8 月 25 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

8 月 25 日（火）

西尾

西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30

7 月の DONATION
ロータリー財団

財団小銭寄付金

米山奨学会

米山小銭寄付金

ニコニコ BOX

7月

\11,800

\5,589

\30,000

\5,567

\153,000

今年度累計

\11,800

\5,589

\30,000

\5,567

\153,000

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

あづま会

未定

未定

ひよどり会

８月 13 日(木)

—

写楽会

内容

取切り戦優 勝(浅岡会長杯)：青山俊次君 N70・G86
準優勝(稲垣幹事杯)：畔栁秀幸君 N73・G82
7 月定例会 優 勝：青山俊次君 N72・G86
準優勝：畔栁秀幸君 N74・G82
お盆休みにより休会

有志による写真をメーリングリスト･例会場にて掲示
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