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12 月は疾病予防と治療月間です！ 

【前回の会長挨拶】 

今朝の東名高速名古屋 IC から末盛までの街路樹の銀杏は黄色に色を付け見頃を迎えていま

す。歩道には落ちた葉が見事に黄色のジュータンの様に見えましたが、掃除をされる方の事を

考えると複雑です。竜美丘会館南の道路の銀杏の木は夏の内に剪定がされて葉がチヨロチヨロ

しか付いていない状況をどちらが良いものか考えさせられました。 

今日は建設関係のお話を少しさせて頂きます。5年ごとに行われる国勢調査では、全国の建

設業就業者は 4,422,300 人、愛知県の建設業就業者は 250,900 人いる中、15 歳～20 才までの建築大工さ

んは全国で 2,500 人位しかいないと聞いた事が有ります。乱暴な計算ですが各都道府県で割り算をすると、愛

知県で約 50 人、県内の市町村で割り算をすると各市町村で 1 名となる事になります。日本ウナギが絶滅危惧

種と言っていますが、若い建築大工さんも絶滅危惧種の仲間に入っている様に思われます。 

小学生男子が将来なりたい職業(第一生命 2018年度版)の順位では、1番がサッカー選手・2 番が野球選手・

3 番が博士・4 番が警察官・5 番が大工さんという結果ですが、子供の頃になりたい職業と、大人になってから

のなりたい職業に大きな開きがある様に思われます。少子高齢化の問題で国土交通省も職人さんをいかに増やす

かを第三者機関を交えて検討し、大工育生塾、建設キャリアアップシステムを活用した技能者の処遇改善の対策

をしていますがなかなか芽が出て来ない状況になっています。今後の結果を見守りたいと思います。 

【前回の例会】「ロータリー財団の多様性について」 ロータリー財団委員会 副委員長 中村公彦様 

岡崎東ＲＣ様に於かれましては昨年度 100%の 100$以上の寄付頂き、これは素晴らしいこ

とだと思います。先週お邪魔した藤野さんと同じＲＣということでよく話をするのですが、な

かなか財団の話をすると取っ付き難くＲＣＣは非常に解りやすいと言うことで、私共委員会メ

ンバーが解りやすく説明してご理解して頂くのが 11 月のロータリー財団月間だと思います。 

まず、岡崎東ＲＣの昨年の財団への寄付は 226.64$でした。このお金は 3 年後にこの地区

に戻ってきます。このうちの半分が地区活動資金として活用できます。残りの半分はグローバル補助金（国際活

動資金）になります。それとポリオプラス（ポリオ根絶）基金は、一人当たり 31.67$で地区の目標を十二分に

果たして頂いていると感謝しております。マイロータリー登録 100%というのは 2670 地区で 2 クラブしかあ

りません。マイロータリーに登録するメリットは、ＲＩが何を考えているのか？財団が何を考えているのか？い

ろんな情報をマイロータリーから引っ張り出して活用して下さい。 

次に財団がなぜお金を必要とするか？全体の金額の 4 割（110 億円）がポリオ根絶のための費用に充てられて

います。あとは奨学金と補助金です。ロータリーは第一優先項目としてポリオ根絶を掲げております。ポリオを

根絶できますと5歳未満の子どもの4種混合ワクチンを接種する費用、一人当り2万円をなくすことができます。 

平和センターは、持続可能な平和構築、紛争回避することが将来的にＲＣの目標であります。紛争のない国にし

ていくため世界的ネットワークを作っていくことが大切だと考えます。 

最後に新しいチャレンジがありましたら財団をうまく活用して頂いて、なお一層のクラブ運営をして頂ければと

思います。 

 
地区ロータリー財団副委員長 

 中村公彦君 
 

前年度野村会長へ感謝状贈呈 

 
会長より卓話者へお礼 

 
ようこそ！本日のビジター 

47 期【No18 号】第 2228 回例会                       2019/12/5 

                   （過去 3 回の修正出席率 10/24：100% 11/7：100% 11/14：98.11％） 
 

） 【本日の卓話】              「 ク ラ ブ 年 次 総 会 」 
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幹事報告(中根匡規君)  
■ 12/2(月)第 53 回 14 クラブ親善スポーツ大会 第

1 回打合せが豊富学区市民ホームで開催され、親睦出

席委員会鋤柄委員長.清水副委員長が出席されます。 

■ 12/3(火)第 27 回西三河中分区ＲＣ懇親ゴルフ大会

事前説明会が名鉄トヨタホテルで開催され、市川ガバ

ナー補佐、畔栁分区幹事(兼任：次年度実行委員長）

が出席されます。 

■ ガバナー事務所より首里城火災に対する支援金のお

願いが参っております。 

■ 次週 12/5(木)はクラブ年次総会を開催いたします。 

■ 同じく 12/5 例会終了後、第 10 回理事会を開催い

たします。理事役員の方はご出席をお願いいたします。 

■ 例会変更の案内が届いています。詳しくは週報あづま

をご覧ください。 

ビジター報告 【岡崎南ＲＣ】1名 

出席委員会 本日の出席率 83.89%(欠席 6 名) 

前々回(11/14)の修正出席率 98.11%(欠席 1 名) 

親睦委員会 12/14(土)年忘れ親睦家族例会のご案内 

社会奉仕委員会 首里城火災に対する支援金のお願い 

ロータリー財団委員会 2018-19 年度ロータリー

財団 100％寄付クラブ／「エンドポリオナウ歴史をつく

るカウントダウン」への支援に対する感謝状贈呈 

米山奨学委員会 米山記念奨学会へご浄財のお願い 

ニコニコ委員会 
☺ 地区ロータリー財団委員会 中村公彦様 本日、ロータ

リー財団卓話でお邪魔しました。 

☺ 近藤金作君 地区ロータリー財団副委員長の中村公彦

様、本日の卓話宜しくお願い致します。 

☺ 野村政弘君 中村公彦ロータリー財団委員会前委員

長・現副委員長のご来訪を心より歓迎いたします。本

日は卓話よろしくお願いします。 

☺ 宇野弘隆君 ロータリー財団委員会 副委員長の中村

公彦様を歓迎いたします／今月の財団寄付ご協力有難

うございました／娘の所属している合唱団が全日本合

唱コンクール同声の部で最優秀をとりました。 

☺ 生駒尚久君 月曜日に創立 70 周年感謝祭を行う事が

出来ました。大勢の方に参加してもらえました。 

☺ 長坂勲君 柴田敏光さん先日は寒い中演説お疲れ様で

した。 

☺ 浅岡謙治君 久しぶりに出席しました。 

☺ 金本孝美君・杉田広喜君・林孝夫君・黒井克宜君・岩

崎靖彦君・鋤柄英明君・西脇謙二君・岡田祥輝君・神

谷浩君 生駒さん先日は創立 70 周年記念パーティー

にお招きいただき有難うございました。とても素敵な

パーティーでした。 

☺ 小木曽進君・新浪勝也君・清水幹良君 ニコに協力し

ます。 

 
 

 

12 月の例会予定 

例会予定 例会会場 内容 

12/14(土)18:00～ 名鉄グランドホテル 「年忘れ親睦家族例会」12/12(木)の例会変更です 

12/19(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「半期を振り返って」近藤会長・中根幹事 

12/26(木) 定款第 8 条第 1 節の規定により休会です 

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 

12 月 11 日（水） 岡崎 岡崎市竜美丘会館 11:30～12:30 

12 月 13 日（金） 安城 碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30 

12 月 13日（金） 西尾KIRARA 定款第 8 条第 1節の規定により休会 

12 月 16日（月） 豊田三好 三好保田ヶ池センター2階 18:15～19:15 

12 月 16 日（月） 刈谷 刈谷商工会議所 3階事務局 11:30～12:30 

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

12 月 18 日（水） 豊田東 ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30 

12 月 18 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 19日（木） 豊田 ホテルトヨタキャッスル１階 11:30～12:30 

12 月 23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 23日（月） 刈谷/豊田三好 定款第 8 条第 1節の規定により休会 

12 月 24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 25日（水） 碧南 碧南商工会議所 1 階事務室 11:30～12:30 

12 月 25日（水） 豊田東/知立 定款第 8 条第 1節の規定により休会 

12 月 26日（木） 愛知三州 暮らしの杜 葵ホール１階 17:30～18:30 

12 月 25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 

同好会便り 

同好会 開催予定日 場所 内容 

あづま会 12 月 20日(金)18:３０～ 庄や 忘年会 

ひよどり会 12 月 12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 

旅行同好会 
令和２年１月 31日(金)～ 

2 月 2 日(日) 
台湾高雄 

歴史を巡る台湾高雄 2 泊 3 日の旅 

 (泊)ハワードプラザカオシュン 


