4４期【No.10】第 2087 回例会
月間です （過去 3 回の修正出席率 8/18：98.04％

【本日の卓話】

「ガバナー補佐訪問」

2016/9/29
8/25

ガバナー補佐

100％

小島哲夫

9/8：100％）

君（豊田中ＲＣ）

【前回の会長挨拶】（第 2086 回例会）
「景観法」という法律があります。平成 16 年 6 月に制定された日本の法律です。
制定された背景は、高度成長期以降、全国どこへ行っても地域全体の調和・美観・
伝統を軽視した住宅やビル・工場などの建築物・構造物が次々に建てられ、街並み
や自然景観から調和や地域ごとの特色が失われてしまいました。良好な景観や環境
を求めるよりも経済性が優先され、建築基準法や都市計画法に違反しない限りどの
ような形態の建築物でも建てることができる「建築自由の国」と揶揄される状況になってしまいました。
その結果、長い年月をかけて形成された伝統と風格と調和のある街並みが各地に残っているヨーロッ
パなどに比べ無秩序でみすぼらしい・・といわれる今日の状況に至ってしまいました。これに対する反
省から景観の価値に対する意識が次第に高まってきた。このような背景があります。
岡崎市では、「景観法」に基づき「景観整備機構」というものがあります。この指定を受けた民間の
団体が行政と協力して「岡崎の美しい街づくり」のために取り組んでいます。市長が積極的に取り組ん
でいる街並みの話をさせて頂きました。

【前回の例会】

「夢ある新しい岡崎へ」

岡崎市長

内田康宏 様

本日は貴クラブにおいて市制報告の機会を頂きました。就任以来、市内 38 会場で
市政報告会を開催。又 300 回を超える行事の中で、市政の方針を提案致しました。
本年７月１日の岡崎市制 100 周年記念式典は、成功裏に開催できました。家康行
列やディズニーパレード、大花火大会が盛会に開催できましたのも、市民皆様のご
理解の賜物と感謝しております。記念事業は、来年の３月まで継続しておりますの
で、引き続きご支援を賜りたいと存じます。
この４年間の市政運営で、公約に掲げた項目をすべての手掛けることができましたことは喜びに堪え
ません。仮称「あおいホール」と名付けました市民会館は、バリアフリー化を実現し現代ニーズに沿
うリニューアルとなりました。まさに次世代へと繋ぐ公共施設となりました。南部地域には 400 床を
備える大学病院を誘致し、岡崎駅前にはコンベンションホールを備えたホテルを誘致して、平成 29
年度冬の開業を目指しております。ＪＲ岡崎駅が新た玄関口となり、併せて名鉄岡崎駅周辺整備を進
め双方が「おかざきの顔」となるべく整備を進めております。
また新しい岡崎は、観光をひとつの柱として整備を進めてまいります。市内各所の観光名所はもちろ
ん、新たに乙川リバーフロント事業を推進します。事業内容は、「国のかわまちづくり登録認証」を受
け、「歴史まちづくり登録認定」と同時に「まちづくりシナリオ賞」も受賞しています。岡崎セントラ
ルアベニューには人道橋を備え回遊性を向上。徳川四天王の像を配し、市民の賑わいを高めます。名
鉄東岡崎駅前のペデストリアンデッキには、多くの企業や市民の寄附による徳川家康像の設置を準備
しております。
岡崎城を囲む菅生川端石垣は、平成 28 年 4 月 16 日の現地説明会に 3 千人の見学者を迎えました。
今後、県の支援を頂き観光資源として整備をしていきたいと考えています。迎える 9 月 24 日には、
「泰
平の祈り」と題してＬＥＤのボールを放流し、中部地区最大級の光の祭典を開催します。今後も皆様
のご意見を頂きながら、“観光産業都市おかざき”を目指して、オリジナリティあふれる景観都市を造
り上げてまいります。
ものづくりの町として福祉や教育にも配慮し、「夢ある新しい岡崎へ」と事業の継続を押し進めてい
く為にも、引き続きのご理解を賜りたいと存じます。
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岡崎市長 内田康宏様

副会長よりお礼の言葉

卓話：夢ある新しい岡崎へ

ようこそ！本日のビジター

幹事報告(酒井幹事 )
■ 9/24(土)～25(日)岡崎ローターアクト例会「リレーフ

ォーライフ」が暮らしの杜にて開催され、加藤ロータ
ーアクト委員長に出席していただきます。
■ 菅生川を美しくする会より 9/4 の草刈り一斉清掃の御
礼状が届いております。
■ ロータリー希望の風奨学金への支援協力のお礼状が届
いております。
■ 9/22(木)地区青少年サミットがホテルキャッスルプ
ラザで開催され、中根青少年奉仕委員長と光ヶ丘 IAC
より 3 名参加して頂きます。
■ 次週 9/22(木)は休会となります。次回 9/29 例会は
ガバナー補佐訪問と第 4 回クラブアッセンブリーです。
■ ガバナー公式訪問例会の出欠表を回覧します。欠席さ
れる方は 9 月末日までにご連絡お願いします。
■ 例会変更が届いております。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 88.68%(欠席 6 名)
前々回(9/1)修正出席率 100％(欠席 0 名)

ニコボックス委員会









小林清文君・山内隆一君・酒井賢君・野村政弘君・三
浦康廣君・橋本義紀君・原田耕平君
内田市長来訪を歓迎します。
池田正君
先週の土曜日、岡崎で最初のマレットゴ
ルフ競技大会が開催され参加して来ました。ゴルフ同
様大叩きして来ました。
新浪勝也君 先週末の関東遠征では、はじめて口取り
の記念撮影に参加出来ました。
佐藤寿行君 皆出席おめでとうございます。
長坂勲君・鈴木圭介君 ニコに協力します。
安川政男君・足立汎和君・黒井克宣君・鈴木圭介君・
手嶋明君・西脇謙二君 草刈り清掃に参加出来ません
でした。

【米山奨学生 侯利明君 送別会】

～9/17(土)

魚清にて～

当クラブにてお世話をさせて頂いた元米山奨学生 侯利明君が名古屋大学教育発達科研究科博士課程を修了し、
西安交通大学へ就職が決まり大学教授への道を歩む事になりました。侯君より「今後は日中友好の架け橋の一端
を担っていきたい、個人として岡崎東ロータリークラブとの縁を大切にしていきたい」とお言葉を頂きました。

今後の勉学に役立つ
書籍の贈呈

記念品の時計
手作りの目録贈呈

【会議報告】地区青少年サミット

青少年奉仕委員長 中根匡規君
～9/22(木)キャッスルプラザホテルにて～

地区青少年サミット（第 1 回地区内ｸﾗﾌﾞ青少年奉仕委員長会議）が 9 月 22 日（木）キャッスルプラザホテル
にて開催され参加して参りました。光ケ丘女子高等学校 IAC からは谷口先生、松本会長、長谷川幹事の 3 名が
参加されました。地区青少年サミットでは、地区青少年関連 4 委員会（インターアクト、ローターアクト、Ｒ
ＹＬＡ、青少年交換）におけるそれぞれの活動報告や今年度の活動方針説明などがありました。
将来的には、彼らがロータリーの良き理解者、またはロータリアンとなってくれたらと感じました。青少年に
対し熱い思いのある皆様方と貴重な時間を共有でき、青少年奉仕の 4 つの RI プログラムが、この地区でどのよ
うに実践されているのかを学ぶ良い機会となりました。
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光ヶ丘女子高等学校

服部ガバナー

YLS 参加報告

RYLA セミナー案内

10 月の例会予定
例会予定

例会会場

10/6(木)12:30～

内容

岡崎市竜美丘会館「501」 「全員協議会」

10/13(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「大ホール」「ガバナー公式訪問」ガバナー 服部良男君
10/20(木)

定款第 6 条第 1 節の規定のため例会休会です

10/27(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「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

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

9 月 30 日（金）

安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

9 月 30 日（金）

西尾 KIRARA

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

10 月 11 日（火） 豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

10 月 12 日（水） 岡崎

岡崎出雲殿１階 11:30～12:30

10 月 12 日（水） 小牧

名鉄小牧ホテル３階 小牧ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾎｰﾙ 11:30～12:30

10 月 13 日（木） 豊田

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

10 月 14 日（金） 西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30

10 月 18 日（火） 西尾

西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30

10 月 19 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 19 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 19 日（水） 碧南

碧南商工会議所 1 階事務室 11:30～12:30

10 月 21 日（金） 西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30

10 月 25 日（火） 岡崎南

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

10 月 25 日（火） 岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

10 月 28 日（金） 安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

10 月 28 日（金） 西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30

10 月 31 日（月） 豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

内容

あづま会

未定

―

【9 月あづま会結果】9 月 27 日(火)ザ・トラディション GC
優勝：畔栁秀幸君 N77/G84・準優勝：柴田健吉君 N79/G96

ひよどり会
写楽会

10 月 13 日(木)

チャーム

定例会

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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