4４期【No.37】第 2118 回例会
月間です
（過去 3 回の修正出席率

【本日の卓話】

「

一年を顧みて

」

2017/6/22
5/11：100％

会長

5/18：100％

5/21：97.92％）

小林清文君・幹事 酒井賢君
6 月はロータリー親睦活動月間です

【前回の会長挨拶】
比較的新しく建てられたり改修されたりした校舎に木材が多く使われていると感じたこ
とがあると思います。それは文部科学省などが木材の利用を奨励し実際にも利用が広がっ
ているからです。2013 年度に新しく建築された学校 1,242 棟のうち、75.4％に当たる
936 棟で木材を使用していました。新築校舎の４校に３校が「木の学校」ということに
なります。学校種別では幼稚園 81.6％、小学校 77.0％、中学校 77.4％、高校 68.3％、
特別支援学校 58.2％となっており、幼稚園では 8 割を占めているほか、高校では木材を
使用した学校のうち木造施設が半数となっているのも特徴です。木材利用が増えたのは、
国産材の普及により森を育て、林業を再生することを目指した「公共建築物等における木材の利用の促進に関す
る法律」が 2010 年に制定されたことがきっかけです。
「木の学校」の促進は、単に国土保安や林業促進のため
だけではありません。ぬくもりを感じる木材を使うことで、子どもたちにも落ち着いた、温かみのある環境を整
備する意味もあります。快適な学校生活を目指した「スクール・アメニティー」（学校の快適環境）という考え
方によるものです。最近きれいなトイレの整備が増えているのもその一種です。北向き一直線の片廊下に南向き
窓の教室が並んでいて無駄なものは一切ない、という合理性一辺倒だった明治以来の校舎の風景が少しずつ変わ
ってきていることは、多くの方々も実感しているのではないでしょうか。学校の施設の多くは、災害時の避難場
所に指定されています。学校を温もりある施設とすることは、子どもはもとより地域全体のためにもなるといえ
るでしょう。合理的な考えを第一として推し進められた近代主義の思想への反省が表れていると思います。

【前回の卓話】
「小さな楽校の大きな挑戦」～千万町楽校を拠点とした山里のお宝を活かしたふるさとづくり～
千万町・木下ふるさとづくり委員会

委員長 荻野嘉美

様

千万町･木下ふるさとづくり委員会の荻野嘉美と申します。千万町と書いて(
ぜまんじょう)木下と書いて(きくだし)と読みます。岡崎市東部にある戸数 60
戸、地域住民 180 人ほどの小さな山里集落です。千万町楽校とは 2010 年 3
月、旧千万町小学校跡地を「心のふるさと千万町楽校」として再出発した千万
町･木下のふるさとづくりの拠点です。
「ふるさとづくり委員会」という地域住
民全体の組織で 7 年間、ふるさとづくりを継続しています。
「山里のお宝を活かしたふるさとづくり」の取り組みを紹介します。
2016 年度の岡崎市政 100 周年チャレンジ 100 の助成を活かして 4 大企画に挑戦
しました。山里体験、相田みつを作品展と相田一人館長講演会、山里芸術家作品展と体
験教室、そして山里のお宝パンフレット『いいじゃん千万町・木下』発刊です。この取
り組みは地域の人自らが山里のお宝を再発見する場、情報発信する場、都市住民との交
流の場となりました。2017 年度には気運が盛り上がった「山里アート in 千万町楽校」
の取り組みを充実発展させます。山里を拠点に活躍しているアーティストによる作品展
とワークショップ、体験教室の継続です。千万町･木下在住の 6 人から額田地区在住の
10 人程へと枠を広げて作品展を実施、アートの力でふるさとづくりに取り組んで行きま
す。展示宣伝には作品展示用台や布、ちらし･リーフレット作成、のぼり旗、葉書郵送代
などが不可欠です。行政や企業・大学や各種団体への協賛と後援依頼をし、連携と協働
の輪を広げ進めていきます。山里のお宝を活かしたふるさとづくりは、山里再生の典型
事例となると自負しています。この取り組みは、
「過疎化・少子高齢化社会なんかに負けないぞ！」「生涯現役集
落だ！」という小さな楽校の大きな挑戦の物語なのです。「夢はでっかく根はふかく」、山里のお宝を活かしたふ
るさとづくりに取り組んでいきたいと思います。貴クラブの皆様の温かいご支援をよろしくお願いします。
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本日の卓話：荻野嘉美様

「小さな楽校の大きな挑戦」

ようこそ！本日のビジター様

幹事報告(酒井賢君)

前々回(5/21)修正出席率 97.92%(欠席 1 名)
雑誌 IT 委員会 ロータリーの友 6 月号の記事紹介
マイロータリー登録のお願い

■ 理事会報告

ニコボックス委員会

ご来訪者
2017-18 年度地区大会実行委員会

丹下富博様･大澤伸悟様

・親睦日帰り家族例会決算の件：承認

・最終親睦夜間例会予算の件：承認
・炉辺会議収支報告の件：承認

・正会員退会承認の件：水野恒彦君 名誉会員

・会員候補者推薦の件：鈴木公市氏(柴田敏･畔栁君推薦) 
■ 本日、魚清にて現次期合同ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰを開催します。
■ ６/11(日)岡崎ゲンジボタル河合保存会総会が開催され、
杉田環境保全委員長に出席して頂きます。
■ 6/15(木)第 4 回岡崎４ＲＣ会長幹事会が開催され、会
長･幹事･エレクト･副幹事･事務局で出席して参ります。 
■ 6/16(金)岡崎ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ最終例会が開催され、中根青 
少年奉仕委員長･加藤ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員長に出席して頂きます。
■ 6/19(月)第３回地区大会企画委員会が開催され、地区大 
会企画委員の市川君･柴田君に出席して頂きます。

■ 名古屋北ＲＣ浦野様より RC カレンダーを頂きました。
■ 次週 6/15 は定款第８条第１節の規定により休会です。 
ビジター報告 【名古屋大須 RC】２名【岡崎 RC】1 名 
出席委員会
本日の出席率 90.57%(欠席 5 名)

名古屋大須 RC 丹下様･大澤様 次年度地区大会のＰＲ
に参りました。宜しくお願い致します。
小林清文君 本日ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ宜しくお願いします。
市川幾雄君 次年度の地区大会の成功をお祈りします。
山内隆一君 本日卓話者を紹介させて頂きます/七ヶ浜
RC 例会に出席してきました。震災復興の現地を案内し
て頂き着実に復興がなされている状況を見ることがで
きました。例会は懇親会例会に変更されおいしい宮城の
酒を飲んできました。皆さん元気に活動されていました。
岩月鋹廣君 久し振りに出席させて頂きました。
生駒尚久君 来週康生でビルの解体工事を行います。建
物内のスチール棚が必要な方は持って行って下さい。
草野信隆君 本日早引きします。
長坂勲君･小木曽進君･中川和弘君･新浪勝也君･
三城偉央君･鋤柄英明君 ニコに協力します。
小出一輔君（1 年） 皆出席を喜んで！
西脇謙二君 今期も残りわずかです。最後までニコボッ
クスを宜しくお願い致します。

６月の例会予定
例会予定

例会会場

6/29(木)18:00～

内容

岡崎市竜美丘会館「ﾛｰﾚﾗｲ」

最終親睦夜間例会

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

6 月 23 日（金）

安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

6 月 23 日（金）

西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30

6 月 26 日（月）

豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

6 月 26 日（月）

刈谷

刈谷商工会議所 3 階事務局 11:30～12:30

6 月 27 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

6 月 27 日（火）

岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

6 月 27 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

6 月 28 日（水）

知立

ホテルクラウンパレス知立 501 号室 11:30～12:30

同好会便り
同好会
あづま会

開催予定日

場所

内容

6 月 23 日(金)

額田 GC

定例会

ひよどり会 7 月 13 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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