4６期【No10 号

合併号】第 2174 回例会
（過去 3 回の修正出席率

【本日の卓話】

「

会員増強について

201８/9/２7
8/23：100% 8/30：98.11%

」

9/6:100%）

会員増強委員長 石川雅規君
９月は基本教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間です！

【前々回の会長挨拶】
先週の例会日未明に北海道胆振東部地震がありました。被災者、被害者の方にはお見舞い、
お悔やみを申し上げます。本日は当クラブでは恒例となりました岡崎市の教育長による卓話
です。安藤教育長、本日はよろしくお願いします。私は昭和 51 年に高校を卒業し、東京の
郊外の大学に進学しました。驚いたのは高校生が制服を着て駅のホームで喫煙をしているの
に、特に大人が注意をしないことでした。岡崎市は管理教育で有名でしたので衝撃的でした。
少し後に岡崎でも中学校が荒れましたが、今は落ち着いているようです。時代の雰囲気があ
るようです。9 月はポリオ基金を一人 30 ﾄﾞﾙ、円貨に換算して 5 千円お願いしています。
地区の指導者育成セミナーに出席しましたが、その中で江崎柳節パストガバナーがポリオについて講演されました。
ロータリーが世界に貢献する大きな事業ですのでご協力をよろしくお願いします。なお、10 月には米山記念奨学会
寄付、11 月にはロータリー財団年次寄付と続きますがよろしくお願いします。総務省がふるさと納税の返礼品割合
を 3 割に制限するというニュースがありました。ふるさと納税は、特定の自治体に寄付をすると当該金額(2 千円を
控除後)が確定申告による所得税、翌年の住民税から減額されるため寄付した本人は全く負担がなく返礼品がもらえる
という制度です。ただし、納税額がない人は減額の仕様がなく、寄付した金額で返礼品をもらうのみです。また所得
の多い人は納税額が多いため、自己負担なく返礼品がたくさんもらえます。このため富裕層に有利な制度になってい
ます。寄付金からは 2 千円を控除した金額で税金の減額となりますが、ロータリアンは米山、財団で寄付をしていれ
ば 2 千円の控除はそこで済んでいるため、ふるさと納税の金額はまるまる税金が減額されます。自治体は返礼品割合
が 5 割であろうとも 10 億円受け入れることができれば 5 億円は残りますので損失は生じません。結局、国と寄付を
する人の住んでいる自治体の税金相当額が寄付先の自治体に移動しているだけです。返礼品により税収の奪い合いに
なりますので節度ある制度にする必要はあるでしょう。

【前々回の卓話】

「

岡崎の教育にかける夢

」

岡崎市教育長

安藤直哉様

岡崎市の教育は、かつての岡崎師範学校の流れをくみ、熱心になされており、三河の雄
として、一目おかれた存在です。岡崎市の教育で良い点をあげれば、①現在全体で２０
校ある中学校の卒業式が全て、スムーズに行われている。②中学総合体育大会の行進、
一斉応援は感動的に規律が整っている。③おかざきっこ展の開催。④全国トップレベル
の学力テストの結果があります。今、何に力を入れているかといえば、①ＩＣＴ教育の
強化。情報端末ｉＰａｄの各校 40 台の導入等。②スーパーサイエンススクール、ハイ
スクールの推進。自然科学研究機構、地元の企業、専門職人による目で見て、肌で感じ
る講演等。③英語教育の強化。全国に比べ、時間を増やし、充実させたカリキュラムの
実施。ネイティブの方による授業の導入。英語スピーチ大会の実施等があげられます。教育長として、これまで岡崎の
教育が歩んできた形を追うのではなく、求めてきたことを大切にしてまいります。

ショートスピーチ 新浪君

卓話：岡崎の教育にかける夢

宇野副会長よりお礼のご挨拶
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ようこそ！本日ビジター様

【前回の例会】

「

月見親睦夜間例会

」

会場

岡崎市竜美ヶ丘会館「ローレライ」

【前回の会長挨拶】中秋の名月に因み月見例会を開催したところ、残念ながらあいにくの雨と
なってしまいました。本日の月齢は、10.4 夜ということで十五夜は 9 月 25 日、中秋の名月
は 9 月 24 日ということです。十五夜と中秋の名月は同じ日と思っていましたが、必ずしも同
日ではないとのことです。また、本日 9 月 20 日は彼岸の入りですが、菅生川の堤防の彼岸花、
または曼殊沙華もちょうど見頃を迎えています。葵桜の下に植えられたものが育って秋の名物
になってきています。昔は色も赤色のみでしたが、最近は種類が異なるのでしょうか、白や黄
色の花を見ることができます。本年は西日本集中豪雨など天災が続いていますが、先日の北海
道胆振東部地震について地区から義捐金の依頼がきております。募金箱が受付に置いてありま
すので皆様のご協力をお願いします。本日、自由民主党の総裁選があり、安倍さんが三選を果たしました。安倍さんの
勝利は予想されていましたが、地方票では石破さんが健闘をしました。地方票は民意を表すといわれていますので誠実
で謙虚な政権運営が望まれます。また、任期は 2021 年 9 月までです。日本のためにしっかりとした政権運営を期待し
ます。最後に以前にも紹介しましたが、食品ロスをなくすために 3010 運動があります。懇親会、宴会等の開始 30 分
間と、終了前 10 分間は着席して食事をし、食品ロスをなくそうという運動です。本日は開始の 30 分間はしませんが、
終了前の 10 分間は合図をしますので席に戻って食事をお願いします。

野村会長点鐘

乾杯のご発声：近藤エレクト

ご歓談

ご歓談

ご歓談

ご歓談

ご歓談

ご歓談

ご歓談

ご歓談

ご歓談

ご歓談

ご歓談

ご歓談

手に手つないで

宇野副会長：閉会のご挨拶

ご来訪者 岡崎ジャズストリート実行委員会小林和好様
会員ショートスピーチ 新浪勝也君
幹事報告(坂野弘君)9/13
■ 第７回理事会報告
１．WFF 親睦例会予算の件
１．職場例会予算の件
１．米山梅吉記念館全国一人 100 円募金寄附の件
１．ロータリー希望の風奨学金への支援の件
１．浅岡会員出席免除お申出の件
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１．次年度 IM 実行委員長選任の件：浅岡謙治君選任
１．ガバナー補佐事務所事務局員給与の件

以上、承認されました。詳細は議事録をご覧ください。
■ 西尾 RC より例会場変更のお知らせが届きました。10
月～西尾コンベンションホールとなります。尚、事務
局の変更はございません。
■ 岡崎市美術博物館より「近代日本の挑戦者たち」展覧
会の招待券が 2 枚届いております。ご希望の方は、事
務局までご連絡ください。

■ 本日例会終了後、ローレライにて第２回クラブ戦略委

ニコニコ委員会 9/13

員会が開催されます。出席対象者の方はお願いします。

 野村政弘君

■ 本日 15 時～ガバナー事務所にて第 2 回地区公共イメ

ージ向上委員会が開催され、坂野が出席します。
■ 例会変更につきましては、週報あづまをご覧ください。



幹事報告(坂野弘君)9/20



■ 2019-20 年度ガバナー補佐事務所開設のお知らせが

届いております。
■ 9/21 第 3 回地区インターアクト委員会及び第 2 回イ
ンターアクトクラブ顧問会議に地区委員の三城君が出
席します。
■ 9/25 地区社会奉仕委員長会議に岩崎委員長･金本環
境保全委員長･中川 RCC 委員長が出席します。
■ 例会変更は週報あづまをご確認ください。
ビジター報告 9/13【岡崎南ＲＣ】1 名
9/20【サイン受付】27 名
出席委員会前回(9/20)の出席率 77.55%(欠席 11 名)
9/6 の修正出席率 100%(欠席 0 名)
前々回(9/13)の出席率 90.56%(欠席 5 名)
8/30 の修正出席率 98.11%(欠席 1 名)
雑誌委員会 ロータリーの友 9 月号の記事紹介
ローターアクト委員会 9/29(土)-30(日)岡崎ﾛｰﾀｰｱ
ｸﾄｸﾗﾌﾞ例会「リレーフォーライフ」へ参加のお願い
社会奉仕委員会 9/13 菅生川草刈一斉掃除のお礼/
社会奉仕新規事業のお願い/西日本豪雨災害義援金の報告
社会奉仕委員会 9/20 北海道胆振東部地震義援金
のお願い






安藤直哉教育長、本日の卓話よろしくお
願いします。
岩崎靖彦君 9/９(日)早朝から菅生川草刈一斉清掃お
疲れ様でした。
石川雅規君 9/27 の会員増強例会に会員の皆さんが
できれば 1 名以上の会員候補者をご検討の上、例会に
参加して頂きたいと思います。
新浪勝也君 本日、ショートスピーチをさせていただ
きます。
宇野弘隆君 西脇君ありがとうございました。
西脇謙二君 宇野さん、先日はお世話になりありがと
うございました。
長坂勲君･三城偉央君･清水幹良君 ニコに協力します。

ニコニコ委員会 9/20
 野村政弘君






本日の月見例会、来週の会員増強例会を
よろしくお願いします。
石川雅規君 9/27 の会員増強例会に出来れば候補者
を 1 名以上募って例会に参加してください。
生駒尚久君 初めて愛知三州 RC の例会にメークアッ
プして来ました。
鋤柄英明君 分区内交流で初めて城南 RC にメークア
ップしました。
山内隆一君･小木曽進君･新浪勝也君･三城偉央君･杉田
広喜君･佐野真琴君･清水幹良君 ニコに協力します。
畔栁秀幸君 1 カ月ぶりの例会で本日ニコの発表をさ
せて頂いております。

10 月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

10/4(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 全員協議会
10/11(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 地区公共イメージ向上委員会委員長 池森由幸君
10/18(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「宅建業に見る官民協働事業」大高利之様
10/28（日）

久屋大通公園 もちのき広場 ワールトフード＋ふれ愛フェスタ親睦例会

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

9 月 27 日（木）

愛知三州

暮らしの杜 葵ホール 1 階階段室前 18:00～18:30

10 月 1 日（月）

豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

10 月 10 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

10 月 17 日（水） 知立

ホテルクラウンパレス知立 501 号室 11:30～12:30

10 月 22 日（月） 豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

10 月 22 日（月） 豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

10 月 23 日（火） 岡崎南

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

10 月 24 日（水） 豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

内容

あづま会

未定

未定

定例会

ひよどり会

10 月 11 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
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