
 

 

 

 

10 月は地域社会の経済発展月間/米山月間です！ 

本日は、岡崎市 内田康宏市長をお迎えすることができました。新型コロナウイルス関連の

支援事業に積極的に取り組まれておられます。また新型コロナウイルス感染症患者専用病

院として愛知病院を使用する協議が進められております。額田地域の木材を使用した「桜

城橋」の開通や岡崎市龍北総合運動場の開設など積極的な市政運営を展開しておられます。

間もなく改選となる中で、公私共にお忙しいにもかかわらず当クラブ例会に駆けつけてい

ただきました。後ほど『夢ある新しい岡崎』と題して市政報告を賜りたいと存じます。 

さて本日の会長挨拶は、「豊かな社会を作るには」について触れたいと思います。 

効率の良い経済追求とは、企業活動にとっての効率性であり、手仕事や暮らしの中での効率性ではありません。

例えば私が住む田舎の生活は、コンビニエンスストアはなく不都合なことがありますが一面ではとても便利で効

率が良いとも言えます。畑には野菜があり、山菜やキノコが近くで採れ、釣りをすることもできる。家にいるだ

けで鳥や虫の音を楽しむことができます。都市にはない便利さともいえるでしょう。 

経済は効率が最優先ですが、暮らしは複雑であり効率的ではなくゆっくりとした時間と多くの人の支え合いを

必要とするものです。農業は、自然と人間の共同作業であり、農村社会や農作業の営みを支えてくれる多くの人々

がいて成り立ちます。商店や職人の仕事も、お金の力だけではないものに支えられています。 

こう考えてくると、資本主義的な効率性重視のシステムがすべてである社会を作ると、社会の多様性と共に豊か

さを失うこととなります。効率性を求めることでやせ細った社会がつくられ、大事なものが壊されてしまいます。 

新型コロナウイルスの感染対策により新たな生活様式を受け入れ始めた人々は、効率性が一番ではないことに

気付き始めています。先日、額田の古民家を探している方より問い合わせがありました。林業に携わりながら田

舎に暮らしたいとのことです。良い環境に支えられた仕事がしたい。地域に支えられた仕事がしたいと希望する

人たちが、豊かな生活を求めて農村に移住したいと訪れています。効率の良い資本主義を作り、市場経済を拡大

するという発想だけでは、豊かな社会は作れないのではないでしょうか。資本主義は万能ではないことを感じな

がら新たな感性を磨くことを時代が求めているように思えてなりません。 

次世代に向けて『夢ある新しい岡崎』となることを期待して、会長挨拶とします。 

【赤堀竜二君】 

職業は建設業、仕事よりも遊びが好きなので、遊びの話をさせていただきます。昔から挑戦するのが好きで、山

登り１００名山やヨットで毎週遊んだりしています。旅行が好きで、２３歳でアメリカへ行き、バイクでアメリ

カからカナダまで行き、ニューヨーク、フロリダ、コロラド等を半年かけて回った。やってみたいなということ

を誰かに話すと実現できる気がする。今度はアメリカの最北端アラスカに行きたいなと思っています。 

【片岡達宏君】 

なかなか出番がなく、新人ではなくなってきていますが頑張ります。趣味はマラソンですが、最近はコロナのせ

いで大会がありません。仕事は税理士です。今年はコロナ支援金等の手伝いで、本来の業務ではないことで忙し

いです。事務所の中では私が５５歳ですが一番若手。平均年齢が７０歳。税務署職員から継ぐために家に戻りま

した。税務署にいる時は法人税担当。２７年間従事しました。税理士会からのお知らせとして、コロナ感染症の

関係で相談会を実施していたが、対面ではできない為、電話相談を実施しています。是非、ちょっと聞いてみた

い等でご利用ください。TEL（０５６４）２６-００４６←相談窓口 
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 【本日の卓話】              「 夢ある新しい岡崎へ 」議   岡崎市長 内田 康宏 様 

【前々回の例会】  「 新入会員卓話 」    赤堀竜二君・片岡達宏君・小山能弘君 

会長挨拶    「 豊かな社会を作るには 」     梅村順一君 



【小山能弘君】 

今年４８歳 受験を失敗して何とか大学へ行き、大和ハウスへ入社しました。豊橋に新入社員時は赴任し、１１

年で２００件の契約を獲得し、入社１０年目には３３歳で３０００人いる社員の中で１位になったこともありま

した。横浜支社事業部長として赴任するも社会人として初めての挫折。そして降格して滋賀県へ移動。しかし、

その後は志賀の営業所を全国１位にさせました。２０２０年４月より岡崎支社支社長として赴任しました。人生

プラスマイナスゼロで調子に乗らずに誠実に正直にやっております。また今後ともよろしくお願いいたします。 

 
19-20 年度ガバナー賞受賞 

 
赤堀竜二君 

 
片岡達宏君 

 
小山能弘君 

 

【梅村会長】岡崎市の東部地域にある額田地域では、この夏「かき氷街道」が賑わいました。

新型コロナウイルスの影響で、県をまたぐ移動の自粛や三密を避けるために、観光地を避け山

間地へと足を運んでいると思われます。猛暑の夏休みには、県立公園くらがり渓谷にも多くの

車が列をなし渋滞となるほどでした。 

 新型コロナ禍の中でも、経済活動を止めることはできません。また家族の絆や心の癒しをな

くすわけにはできません。そこで政府は、観光庁の経済対策として進めたのが「GOTO トラベ

ル」事業です。国内旅行を対象に、宿泊や日帰り旅行代金の半額相当を支援します。支援額の７割が旅行代金の

割引に、３割が旅行先で使える地域共通クーポンとして付与されます。（一人１泊当り２万円が上限、日帰りは１

万円が上限）もちろん感染拡大防止の「参加条件」を義務付け事業を展開しています。 

 今回当クラブが企画した、親睦日帰り研修の実施には、賛否両論がありました。熟慮の結果「安全・安心」のも

とに十分な感染対策を施し、「新しい旅のエチケット」を守りながら親睦旅行を実施したいと思いました。ロータ

リアンとして地域経済の一助となれば幸いです。またクラブとしても親睦と友情を育む、有意義な研修となるこ

とを願っています。これからも「動きを止めるな。動かなければ何も始まらない」を指針として活動を進めさせ

ていただきます。皆様のご理解とご協力をお願いして、会長挨拶といたします。 

 

 

【林幹事】9月 27（日）に総勢 21 名で繰り越し親睦日帰り家族例会へ行ってきました。三

重県菰野町のパラミタミュージアムを見学した後、近くのアクアイグニス内で例会を開催し

ランチを楽しみました。その後、御在所ロープウェイに乗って山頂を散策する予定でしたが、

強風のためロープウェイが運休してしまうというハプニングがあり、急遽行程を変更し、滋

賀県甲賀市のＭＩＨＯミュージアムを見学する事になりました。まさかのミュージアム巡り

となってしまいましたが、ＭＩＨＯミュージアムは、広大な敷地に有名な建築家が建てた立

派な建物が印象的な見どころの多いミュージアムでした。今回の旅行は、コロナ禍での決行という事もあり心

配しましたが、バス会社や添乗員さんのコロナ対策が徹底され、また参加者皆様のご協力で無事に帰ってくる

事ができました。 

    

 

【前回の例会報告】 「 繰り越し親睦日帰り例会を終えて 」  幹事 林孝夫君 

 

前回の会長挨拶  「 繰越親睦日帰り研修に寄せて 」   会長 梅村順一君 
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≪前々回 9/17 の幹事報告≫ 

◼ 9/9(水)のガバナー公式訪問は皆様のご協力で無事

に終える事が出来ました。有難うございました。 
◼ 9/8(火)地区社会奉仕委員会に宇野地区社会奉仕委員

が出席されました。 

◼ 9/12(土)2019-20 年度地区顕彰報告会に市川前ガ

バナー補佐、稲垣前分区副幹事と近藤前会長が出席さ

れました。 

◼ 9/12(土)岡崎 6ＲＣ会長幹事会及び報道関係者懇親

会に梅村会長と私で出席しました。 

◼ 9/24(木)米山学友会総会及び委員長会議にシルネン

君と加藤米山委員長が出席します。 

◼ 9/27(日)RLI 会長エレクト研修に酒井会長エレクトが

出席します。 

◼ 9/28(月)地区インターアクト委員会に三城地区イン

ターアクト委員が出席します。 

◼ 9/28 予定の地区社会奉仕委員会は 12/1 に延期され

ました。 

◼ 9/8 と 9/15 に Zoom テストミーティングを開催し

延べ 14 名が参加しました。今後の活用の為、後日ア

ンケートを実施しますので、みなさまのご意見をお願

いします。 

◼ 本日例会前に第48年度指名委員会が開催されました。 

◼ 次回例会は 9/27(日)日帰り親睦家族旅行です。9/24

の例会変更となりますのでご承知下さい。 

 

≪前々回 9/17 の委員会報告≫ 

出席委員会 本日の出席率 85.71%(欠席 7 名) 

前々回(9/3)の修正出席率 100%(出席免除適用) 

親睦委員会  

9/27(日)繰り越し親睦日帰り家族例会のご案内 

子ども食堂事業推進委員会  

10/1(木)9 時～大ホールにて子ども食堂リハーサ

ルを行います。ご参加をお願いします。 

公共イメージ向上委員会  

ロータリーの友 9月号記事紹介 

米山奨学委員会 ご浄財寄付のお願い 

ニコニコ委員会  
☺ 林孝夫君 新会員卓話を楽しみにしています。よろ

しくお願いします。 

☺ 赤堀竜二君 本日、つたない話ですがお付き合いの

ほどよろしくお願いします。 

☺ 片岡達宏君 本日、初の卓話をさせていただきます。 

☺ 小山能弘君 本日、卓話をさせていただきます。宜

しくお願い致します。 

☺ 野村政弘君 岩崎君よろしくお願いします。 

☺ 西脇謙二君 来週 27 日の親睦旅行は楽しみにして

おります。宜しくお願い致します。 

☺ 佐野真琴君･三城偉央君 新会員卓話を楽しみにし

ています。10/10(土)「広げよう!!子ども食堂の輪」

よろしくお願いします。 

☺ 新浪勝也君 本日司会をさせていただきます。 

☺ 清水幹良君 石川君、昨日は有難うございました。 

☺ 長坂勲君･小木曽進君 ニコに協力いたします。 

 

≪前回 9/27 の例会報告≫ 

ご来訪者 米山奨学生 ダルジャハフ・シルネン様 

 

 

 

≪前回 9/27 の委員会報告≫ 

出席委員会 本日の出席率 45.45%(欠席 24名) 

前々回(9/9)の修正出席率 100%(出席免除適用) 

 

10 月の例会予定 

例会予定 例会場 内容 

10/10(土)13:00～ 岡崎市竜美丘会館「大ホール」 「広げよう！！子ども食堂の輪」（10/8(木)の例会変更） 

10/15(木) 定款第 7 条第 1節の規定により休会 

10/22(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「私の出身地モンゴル」ダルジャハフ･シルネン様 

10/29(木)12:30～ 大松滝山荘 「移動例会」万足平を考える会 会長 梅村奉英様 

他クラブ例会開催情報 

変更・休会 RC 名 

10 月ビジター受付なし 岡崎南･岡崎城南･豊田･豊田西･豊田東･西尾･西尾一色･西尾 KIRARA 

E クラブ形式 名古屋宮の杜 
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【佐藤寿行会員 住所変更のお知らせ】 
 事業所住所：岡崎市八帖北町 3-10 スリーエイト北町 407 

  事業所名 ：エスケイリンク 代表 

 TEL：0564-84-5738  FAX：0564-84-5739 

 携帯：080-8258-1208 E-mail：k_sato@sklink.jp 

同好会便り 

同好会 開催予定日 場所 内容 

あづま会 10 月 28日（金） ザ・トラディション GC 定例会 

ひよどり会 10 月 8日(木)18:30～ 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 

【会員紹介】   私のモットー 『自己ベスト更新して今を生きる』 

 

先日の新入会員卓話でも話をさせて頂きましたが、良いことも悪いことも同様に訪れてく

ると思います。その中で仕事も遊びも常に「自己ベスト更新」することを考え、できない、

難しいと考える前にまずやってみる、やってみて自己ベスト更新できないかを追求するこ

とで次の道が開けてくる。「前人未踏の」というものは難しいかもしれないが、自己ベスト

更新はできないかと。また、好きなものを最後に残さずに今、すぐに食べるを心掛け、前

に前に一生懸命生きることが後悔しないことにも繋がると思っております。今後とも何卒、

ご指導の程、宜しくお願い致します。 

 

大和ハウス工業株式会社 岡崎支社 

支社長  小山 能弘 君 （入会１年目） 


