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月間です 

 

 

 
 

 

 

11 月はロータリー財団月間です 

 

 

【前回の卓話】 「安心して暮らせる 安全な地域のために」 
 愛知県岡崎警察署長 警視正 山内和久 様 

本日の表題である「安心と安全な地域とは」何を指すのでしょうか。それは犯罪が少なく、交通事故が減少する

ことではないでしょうか。警察の仕事は、市民の安全･安心のために働くことであり、決して対価を求めるもの

ではありません。警察官の使命は、市民が平穏に暮らせるようにお手伝いをすることであり、活動の成果は市民

が評価するものです。犯罪や交通事故は、平成 16 年頃がピークでした。その後減少傾向となり比較的穏やかな

時代となっています。大切なのは、市民が安全であると実感し安心できる生活ができることだと考えます。平成

28 年 8 月 31 日の毎日新聞に、『体感治安』の記事が掲載されました。調査は、「地域の治安をどの程度だと感

じるか」を尋ねています。上位は、山形・島根・秋田。ワースト３は、大阪・千葉・愛知です。これらは、警察

の信頼度に比例しているそうです。 

最近、警察への 110 番通報が激増しています。岡崎警察署管内では、一日に 140 件を超えて県下で最悪の状

況です。最近の傾向として、隣人や夫婦間トラブルが増えてきました。『おれおれ詐欺』も減少しておらず、還

付金詐欺や架空請求による被害額は十億円を超えるといわれています。これらを踏まえて地元岡崎信用金庫さん

のご協力により、おれおれ詐欺への対策として振込ができない設定を実行して頂きました。その対象者は、70

歳以上の方で 3 年間振込の経歴のない方としています。この取り組みが全国に波及することを願っています。 

愛知県の交通事故死は、依然全国ワースト１です。死亡者数は 400 人から 213 人へと、ほぼ半減しています。

それは、クルマの性能がアップしたことにより安全性が高まったことや、医療技術の高度化により事項死亡者が

減少したことに因ります。しかし交通事故は、54,000 件が 44,000 件に減少した程度で、物損事故に至って

は 23 万件が増加している状況です。 

市民が安心して暮らせる社会の構築には、警察だけの力では限りがあります。そこで企業の皆さんのＣＳＲ活

動に期待しています。今後も市民の安全を願い日々努力をしていく所存です。 

 
岡崎警察署長 山内和久様 

 
安心して暮らせる安全な地域の為に 

 
中川副会長よりお礼挨拶 

 
ようこそ！本日のビジター様 

【前回の会長挨拶】（第 2090 回例会） 
思わぬところでまた大きな地震がありました。10 月 21 日午後 2 時過ぎに鳥取県倉吉市

を中心に震度６弱・マグニチュード 6.6 の地震がありました。被害にあわれた方々には心

よりお見舞い申し上げたいと思います。この地震で私が心配なのは、いつか行ってみたい

と思っていた国宝の「投入堂」です。既に行かれた方もあるかと思いますが鳥取県三朝町

にある三徳山三仏寺の奥院です。山の断崖の窪みに建造された平安時代の懸造りの木造建

築です。京都の清水寺も同じく懸造りですが、それとは違い山奥にヒッソリと佇んでいます。仏堂を法力(修行に

よって身につけた超人的な力)で山に投げ入れたという言い伝えで「投入堂」と言われています。幸い地震の影響

は今のところないとの事で安心しています。この時代、光源氏がいたかと思うと、このような険しい山岳で修業

した修験者もいた訳で、何とも日本人は昔からストイックな民族なんだなぁと思います。 

一般的な建築を設計する場合、構造的な地震対策としては３つあります。地震の揺れを受け流す「免震」、地震

の揺れを吸収する「制震」、力づくで地震の揺れに耐える「耐震」です。この分類でいいますと「投入堂」は免震

構造と考えられます。修復工事は有ったにせよ、当時の構法で千年を超えて今なお存在し続けています。当時の

建築技術のレベルの高さに驚きます。 

「ロータリー財団１００周年を迎えて」  
国際ロータリー第 2760 地区 奨学基金･平和フェローシップ委員会 副委員長 矢頭功生君(豊田東 RC) 

4４期【No.14】第 2091 回例会                        2016/11/10 
 （過去 3 回の修正出席率 9/15：98.11％ 9/29：100％ 10/6：94.34％） 

【本日の卓話】        
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幹事報告 
【第９回理事会報告】 

・ロータリーデー「芋ほり体験事業」開催の件：

11/13(日)13時～仁木町NPOおかざき農遊会農園 

・鋤柄英明君委員会配属の件：親睦出席/青少年奉仕 

・規則細則委員会発足の件 

・事務局移転の件：東明大寺町 明和荘Ⅱ101 号室 

■ ガバナー公式訪問の御礼状が届いています。 

■ 10/28(金)第1回地区内クラブ社会奉仕委員長会議に

林孝夫社会奉仕委員長に出席して頂きます。 

■ 10/30(日)形埜小学校にて水質保全活動助成金の贈呈

式が行われ、林社会奉仕委員長･幹事酒井が出席します。 

■ 11/5(土)地区指導者育成セミナーに生駒会長エレク

ト･安井副幹事に出席していただきます。 

■ 11/5(土)6(日)地区大会がウェスティンナゴヤキャッ

スルで開催されます。名札プログラムをお持ちの上、8

時に名鉄東岡崎改札前へお集まりください。 

■ 次週 11/3 は定款第６条第１節の規定により休会です。 

■ 11/10(木)例会終了後ローレライにて定例理事会を開

催します。理事役員の方よろしくお願いします。 

■ 11/10(木)18 時半～魚清にて指名諮問委員会を開催

します。 

■ クールビズは本日の例会をもって終了します。今後は

ネクタイの着用をお願いいたします。 

ビジター報告  【岡崎 RC】3 名 

出席委員会   本日の出席率 92.73%(欠席 4 名) 

前々回(10/6)修正出席率 94.34％(欠席 3 名) 

米山奨学委員会  小銭寄付のお願い 

ニコボックス委員会  

 岡崎 RC 東原健人君 初メーキャップです。宜しくお

願いします。 

 小林清文君 合同例会お疲れ様でした。 

 草野信隆君 今日も元気に来ました。有難う御座います。 

 宇野弘隆君 梅村さんいろいろとお世話になりました。 

長坂さん、ご迷惑をお掛けしました。 

 柴田敏光君 有難う御座いました。 

 岩崎靖彦君 柴田さん、おめでとうございます。 

 長坂勲君・新浪勝也君 ニコに協力します。 

 西脇謙二君 佐藤さん、先日は有難う御座いました。 

【委員会報告】第 1 回地区内社会奉仕委員長会議           社会奉仕委員長 林孝夫   
平成 28 年 10 月 28 日(金)～名鉄グランドホテルにて～ 

第 1 回地区内社会奉仕委員長会議に出席してきました。会議では、愛知県の職員を

講師として招き環境･防災についての講演と、三河安城ＲＣのパスト会長によるＲＣ

Ｃについての説明がありました。印象に残ったのはＲＣＣ活動についてで、現在日

本全国で 33 の事業を行なっている内の 15 事業は当 2760 地区との事でした。岡

崎東ＲＣでも 26 年も前から長瀬楽人会の雅楽継承を継続支援しています。大変価

値のある活動だと改めて感じました。 
 

【委員会報告】岡崎市立形埜小学校 水質保全活動助成金贈呈    社会奉仕委員長 林孝夫   
平成 28 年 10 月 30 日(日)～形埜小学校学芸会にて～ 

形埜小学校の水質保全活動への支援金贈呈式に酒井幹

事と林で出席してきました。当日は学芸会でしたが、途

中の学習発表の後に支援金の贈呈式が執り行われまし

た。普段の水質保全活動については、来年 2 月頃に例

会の場で発表をしていただく予定です。 

  

【参加報告】2016-17 年度 国際ロータリー第 2760 地区 地区大会     幹事 酒井賢   
～ウェスティンナゴヤキャッスルにて～ 

2016-17 年度地区大会が小牧 RC ホストにて 11 月 5 日(土)6 日(日)ウェスティンナゴヤキャッスルで開催

されました。本会議では、“前年度地区大会ホストクラブ様への感謝状贈呈”が行われ、当クラブを代表して大会

実行委員長の市川幾雄君が表彰を受けました。“2015-16 年度新入会員紹介”では小出一輔君が壇上に上がり

ました。記念講演では、ロータリー財団創立 100 周年記念イベントが行われ充実した内容の大会でした。 

 
服部ガバナー挨拶 

 
新会員紹介（小出一輔君） 

 
前年度ホストクラブへ感謝状 

 
会場内全員写真 
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１1 月の慶祝 

会員誕生日  おめでとうございます  

朝倉清陽君(S29.11.3) 倉内充雄君(S40.11.21) 山中 一君(T12.11.26)  

奥様誕生日  おめでとうございます  

原田耕平君 たまみ様(11.10) 三浦泰廣君 淳子様(11.15) 安井健次君 佳保里様(11.25) 佐藤寿行君 貴美枝様(11.27) 

稲垣 寿君 裕紀子様(11.3)    

結婚記念日  おめでとうございます  

手嶋 明君(S43.11.2) 柴田敏光君(S62.11.3) 黒井克宣君(H3.11.4) 橋本義紀君(S47.11.7) 

三浦泰廣君(S48.11.11) 長坂 勲君(S37.11.15) 梅村順一君(S59.11.18)  

入会記念日  おめでとうございます  

長坂 勲君(S57.11.4) 小林清文君(H8.11.14) 梅村順一君(H10.11.15) 近藤金作君(H19.11.1) 

黒井克宣君(H24.11.1) 三城偉央君(H25.11.14) 杉田広喜君(H25.11.21)  

皆出席  おめでとうございます（10 月入会者）  

小木曽進君 (30 年) 新浪勝也君(22 年)   

10 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 

10 月 \10,200 \5,316 \744,200 \4,483 \56,000 

今年度累計 \10,200 \18,337 \744,200 \15,161 \499,000 

他クラブ例会変更・休会のお知らせ 

変更予定日 RC 名 サイン受付場所 

11 月 14 日（月） 豊田三好 三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15 

11 月 14 日（月） 刈谷 刈谷商工会議所 3 階事務局 11:30～12:30 

11 月 15 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 15 日（火） 西尾 西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30 

11 月 15 日（火） 豊田中 定款第 6 条第 1 節の規定により休会 

11 月 28 日（月） 豊田西 定款第 6 条第 1 節の規定により休会 

11 月 30 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 7 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 13 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 14 日（水） 岡崎 岡崎出雲殿１階 11:30～12:30 

11 月の例会予定 

例会予定 例会会場 内容 

11/17(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 
「2025 年に向けた地域医療構想とその問題点」 

岡崎市民病院 院長 木村次郎様 

11/24(木)12:30～ 岡崎市美術博物館 「移動例会」      岡崎市美術博物館 副館長 堀江登志実様 
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同好会便り 

同好会 開催予定日 場所 内容 

あづま会 11 月 30 日（水） 額田 GC 定例会 

ひよどり会 11 月 10 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 


