
2022-2023

Board of Directors

第一号議案・・・新型コロナウイルス感染拡大防止について
第二号議案・・・例会プログラムについて
第三号議案・・・2022−2023下期会費納入状況について
第四号議案・・・年末家族会収支決算について
第五号議案・・・2022−2023上半期決算について
第六号議案・・・職場例会について
第七号議案・・・ロータリー情報ミーティングについて
第八号議案・・・新店扶輪社来日についてて
第九号議案・・・2023年度新店短期派遣学生について
第十号議案・・・春の家族会について
第十一号議案・・四日市グループ親睦ゴルフ大会について
第十二号議案・・2023−2024年度クラブ理事・委員会名簿（案）について

報告事項・・・・�①新店扶輪社親善訪問団出迎えの件　②2024−2025　夏期派遣学生募集案内
　　　　　　　　③ガバナー公式訪問懇談会報告　　　④クラブ研修リーダーセミナー報告
　　　　　　　　⑤米山カウンセラー感謝状・奨学生終了証授与式の件

次回理事会� 第９回　３月３日（金）午前11時30分～　都ホテル四日市３Ｆ　金扇の間

理事会報告
２月度

（第８回）
2023年２月３日（金）
　11：30～12：20
於：都ホテル四日市

３階　金扇の間

出席者
藤牧　正浩　　早川　昌彦
木下　卓也　　水谷　愼志
岩田　雅之　　木下　俊雄
森　　信治　　稲田　一輝
齋藤　雅彦　　服部　浩明
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２月24日（金）　＜職場例会＞
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2022-2023

Weekly Meeting

第2556回　於・都ホテル四日市　鈴鹿の間　 
•総会員数　72名　•会場出席者　51名　

◆オープン例会（１／27）参加のお礼　
◆理事会報告

◆� 5日　上田　　浩君　
　� 7日　齋藤　雅彦君　還暦祝
　� 8日　伊井　雅春君　
　11日　竹内　俊介君
　14日　伊藤　康彦君　
　14日　中岡　昭彦君
　15日　小林　賢行君　
　15日　森　　信治君
　15日　市川　　誉君　
　21日　坂田　裕昭君

（ご夫人・ご主人）� 2日　佐野　貴信君　夫人　美帆様　
� 7日　浅井　清司君　夫人　弓子様
� 8日　西尾　慎一君　夫人　恭子様　　
10日　森崎　誠二君　夫人　郁子様　　
20日　服部　浩明君　夫人　幾久子様　　
20日　井村　　晃君　夫人　寛　様　　　
24日　佐野　明郎君　夫人　由美子様

◆（配布資料）•�ロータリーの友　２月号　
•�ガバナー月信　　２月号
•�例会に関するお知らせ・例会プログラム

◆•�下半期会費納入のお願いです。未納の方は宜しくお願い致します。
•�次回例会は、２月10日（金）伊井雅春会員の卓話になります。
•�本日は、片岡新二会員の卓話です。

◆出席報告� � 坂田　委員長
　ニコニコボックス� 小山　委員長
　米山奨学委員会� 佐々木　カウンセラー
　会員増強� � 樋尾　委員長

◆担当：片岡　新二会員
　演題：「私の履歴書・三十三銀行について」

森崎　誠二君� 家内の誕生祝を頂きまして。
浅井　清司君� �家内の誕生祝をいただきましてありがとうございます。本日は節分、明日は立春です。

片岡さんの卓話、楽しみにいたしております。又先週はポールハリスフェローマルチ
プル賞をいただきありがとうございました。ロータリーは、世界最大の奉仕団体です。
皆さんと共に大いに奉仕したいと思います。

早川　昌彦君� �弊社は昨年10月をもって創業60周年を迎えることが出来ました。記念事業の一環とし
て、新事務所の建築を行なって来ましたが先日26日に完成しました。ご協力いただい
た生川さん、佐野さん、中野さん、西村さん、ありがとうございました。

佐野　貴信君� 妻の誕生日プレゼントありがとうございました。ステキなアレンジフラワーでした。
齋藤　雅彦君� �お誕生日のプレゼントを頂きまして誠にありがとうございます。２／７で満60才にな

例会日誌
２月３日（金）

◆会長挨拶

◆１月御誕生祝の贈呈

◆幹事報告

◆委員長報告

◆卓話

◆ニコニコBOX
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ります。あんなに小さな子供が、こんなに大きくなりました（年令だけですが）。
川島　勝士君� 片岡さん、頑張ってください！
森　　信治君� �先日は妻の誕生日祝い、今月は私の誕生日祝いをいただきありがとうございます。今

後ともよろしくお願いいたします。
山崎　　博君� がんばります！
稲田　一輝君� 片岡さんの卓話を楽しみにしています。
田中　大補君� �先週水曜日、突然右目の見え方がおかしくなり、「硝

しょう

子
し

体
たい

出血」と診断され、金曜日に、
１時間かけて手術を行いました。同時に白内障の手術も行いました。術後は、順調に
回復しており、ほぼほぼ右目の視界も戻ってきました。みなさまご心配をおかけしま
した。「医療の進歩」と、「何かあったらすぐ病院へ」ということを再認識した１週間
でした。

佐野　明郎君� 家内への誕生日祝いありがとうございました。
中野　勝方君� ２月お誕生日のみなさま、おめでとうございます。
上田　　浩君� 誕生日お祝ありがとうございます。ますます元気でがんばります。
坂田　裕昭君� �お誕生日のお祝をいただきありがとうございました。片岡さん卓話楽しみにしており

ます。
伊井　雅春君� お誕生日のお祝ありがとうございます。来週は卓話です。今から緊張しています。

第2557回　於・都ホテル四日市　鈴鹿の間　 
•総会員数　72名　•会場出席者　53名　

◆�第94回ファイヤーサイドミーティング（２／７）ご参加の
お礼
◆次週卓話ゲスト、Zoomご参加の件
　内閣府　地方分権改革推進室　総括参事官　細田大造様

◆（配布資料）•�ロータリー情報ミーティング開催のお知らせ
•�抜粋のつづり（受付に用意していますのでご希望の方はお持ち下さい）

◆（案　　内）•�本日、３／17（金）開催のロータリー情報ミーティングのご案内を配布させていただ
きました。ウクライナ中継例会の２回目となります。夜間例会となります。皆様、ご
出席の程よろしくお願いいたします。
•�ロータリーの友事務所より、「2023－2024年度版ロータリー手帳お買い上げのお願い」
が届いております。ご購入される方は事務局までお知らせください。（１冊660円）
•�次回例会は、２月17日（金）石原　正敬会員担当です。内閣府　地方分権改革推進室
　総括参事官　細田大造様をゲストにお迎えし、リモートでご講演頂きます。
•�本日は、伊井　雅春会員の卓話です。

◆出席報告� � 坂田　委員長
　ニコニコボックス� 小山　委員長

◆担当：伊井　雅春会員
　演題：「私の55年と会社の66年」

岩田　雅之君� 伊井さん、本日の卓話宜しくお願いします。
坂野　信彦君� �２月７日のファイアーサイドミーティングに久し振りに出席し、楽しい一時を過すこ

とが出来ました。有難うございました。

２月10日（金）

◆会長挨拶

◆幹事報告

◆委員長報告

◆卓話

◆ニコニコBOX

Weekly Meeting
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竹尾　純一君� 伊井さんの卓話、楽しみです。
伊藤　　隆君� �月火水と、気温24度の石垣島へ行ってきました。初日の夜は、千葉ロッテマリーンズ

のピッチャー唐川、キャッチャー江村さんと会食、翌日は、外野手の荻野さんの奥様
と一緒に球場で練習を見た後、昼食を共にしました。ピッチャーの佐々木選手は黙々
と投球練習に励んでいました。

渡邉　正夫君� 伊井さん、卓話たのしみにしています。
森　　信治君� 伊井会員の卓話を楽しみにしております。
中野　勝方君� �伊井さん卓話楽しみです。よろしくおねがいします。
生川　宜幹君� 本日、伊井様卓話期待していますのでがんばってください。
坂田　裕昭君� 伊井さん、卓話楽しみにしております。
伊藤　裕司君� �伊井さん卓話楽しみです。菰野町は町長選挙があり、70才の新人が50才の現職に勝ち、

ヤフーニュースでとりあげられました。
片岡　新二君� 伊井さんの卓話、楽しみにしております。
伊藤　太一君� 伊井さん、卓話期待しています。
伊井　雅春君� 卓話がんばります。よろしくお願いします。

第2558回　於・都ホテル四日市　鈴鹿の間　 
•総会員数　72名　•会場出席者　42名　

◆ゲストへの謝辞　

◆（配布資料）•�新店扶輪社訪日団歓迎例会のご案内
•�第28回四日市グループ親睦ゴルフ大会のご
案内
•�職場例会（２／24）会場ご案内地図
•�クラブ会報２月号（印刷版を受付に用意していますのでご希望の方はお持ちください）
•�抜粋のつづり（受付に用意していますのでご希望の方はお持ち下さい）

◆（案　　内）•�地区より「トルコ地震災害義捐金ご協力のお願い」が届きました。募金箱を回させて
いただきますので、お一人当たり1000円以上のご協力をお願いいたします。
•�第28回四日市グループ親睦ゴルフ大会のご案内を配布させていただきました。今回は
当クラブがホストとなりますので、多数の皆様のご出席とご協力をお願い致します。
•�次回例会は、２月24日（金）エイワテック㈱を訪問させて頂く職場例会です。
•�本日は、石原正敬会員からのご紹介で、内閣府　地方分権改革推進室　総括参事官　
細田大造様の卓話です。

◆出席報告� � 坂田　委員長
　ニコニコボックス� 若林　副委員長
　職業奉仕� � 水谷　委員長
　国際奉仕� � 萩　　委員長

◆担当：石原　正敬会員
　講演：内閣府　地方分権改革推進室　
　　　　総括参事官　細田　大造様
　演題：「地方の活性化を考える」

◆内閣府　地方分権改革推進室　総括参事官　細田�大造様（Zoomでのご出席）

-

２月17日（金）

◆会長挨拶

◆幹事報告

◆委員長報告

◆卓話

◆ゲスト

Weekly Meeting
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山路　恭三君� 石原会員、国会での答弁おつかれさまでした。
永田　正巳君� トルコ・シリアの地震災害にて多くの死者が出ておられ、心よりお見舞い申し上げます。
西村　信博君� トルコ大地震で被災された方々の1人でも多くの無事を願って。
中野　勝方君� 石原さん卓話よろしくおねがいします。
小林　賢行君� �お誕生日のお祝いいただきありがとうございました

◆ニコニコBOX

細田大造氏の卓話報告

　石原会員担当の卓話は、内閣府の細田大造氏（地方分権改革推進室�総括参事官）にオンラインで
登壇していただきました。細田氏は20年近く前に三重県庁に勤務しておられ、その頃に石原会員が
三重県議会議員に初当選され、それがご縁になったとのことでした。三重県庁には４年間勤務され、
その３年間は環境部に所属、鈴鹿山麓リサーチパークの「環境学習情報センター」や「ICCET（国際
環境技術移転センター）」において、その取り組みについてのお話があり、また当時三重県はケーブ
ルテレビ網が整備されて世界最先端のブロードバンド、IT環境を備えていたなど、本題の前に三重
県や四日市市との関わりについてお話され聴衆である我々会員との距離もぐっと近く感じられました。

　卓話は「地方の活性化を考える」と題して、大きく２つの話がありました。１つ目は地方分権の話、
もう一つは地方創生のお話でした。その要約は下記のとおりです。

1．地方分権について
　国から地方へと権限を移し、国は防衛や外交などを重点的に担うようにして、住民に身近な行政
はできる限り地方公共団体が担えるようにするという取り組みで、1993年国会決議で始まった。国
は「通達」等を通じて地方公共団体に様々な要求や規制を行ってきた機関委任事務は、2000年「地
方分権一括法」にて廃止（細田氏もその法律改正に携わった）。国と地方が対等協力の段階に入り、
国主導での権限移譲は一定程度進み、８年からは困りごとは国と地方が一緒になって解決していこう、
そして規制緩和していこうという取り組みを進めている。その窓口として内閣府の地方分権改革推
進室が一手に受け付けている。62名の職員で年間300件ほどの地方からの提案に対応しており、最
近の取り組みとして、①病院での医療費の窓口負担の軽減、②災害時の仮設建物の設置期間の上限、
③自治体が作る計画書の負担軽減の紹介。かつての中央集権から、地方分権が進み、全国統一でど
こも同じ仕事をしていることは少なくなり、地方が自主的にできるようになった。今では都市部で
は都市間競争、個性をどう出すかが大きな課題であり、人口減少社会にあって住む人訪れる人、そ
して働く人をどうするかが大きな課題になっている。

２、地方創生について
　金沢市副市長時代の取り組みをご紹介いただきました。金沢市は人口45万人、まちづくりには「伝
統」と「革新」という明確なコンセプトがある。古いものを大切にしながら、新しい価値を創造する。
この両方に注力しているのが金沢市。住民曰く「金沢は観光都市ではなく、文化都市、創造都市だ」
と。観光地としては兼六園や金沢21世紀美術館、伝統芸能としては茶の湯や能、武家文化なら鎧や
刀、さらに和菓子や器などに言及。また金沢市立の芸術工芸大学もあり、先生や学生がまちづくり
に積極的に関わっている。コロナ前に外国人観光客が急増、アジアより欧米豪の割合が高いのが特徴、
そして長期滞在。その他にも多種多様な金沢の魅力を紹介、市役所在勤中は毎日５か国から来てい
る方と国ごとの戦略を検討。そして国立工芸館は２年前に金沢市に移転、政府機関が国から地方に
移転したのは明治維新以降初めて。これは細田氏が最初に携わった大きな仕事で、石川県、金沢市
役所、地元経済界、文化団体等が一枚岩となって文化庁や国立近代美術館と交渉して実現。現在、
日本の工芸の中心は東京ではなく金沢にあり。さらに文化スポーツコミッションについて、支店長
支社長の「雪吊り会」の話など。（中略）
　
　かつての中央集権から地方分権を経て、今や地方創生の時代。地方の活性化は各地の創意工夫で
いろいろなことができる。また行政だけが行うものではなく、自分たちのまちの歴史や文化に自信
と誇りを持つ、こうした市民一人ひとりの意識が「まち」というものを作っていくのだと思う。と
細田氏は結んで卓話を終えられました。
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２月24日（金）

◆会長挨拶

◆幹事報告

◆ご挨拶

◆優良社員表彰

◆卓話

◆ゲスト

ゴルフ同好会
第609回
２月12日（日）

四日市カンツリー倶楽部
9：00～ OUT・IN同時スタート

第2559回　於・エイワテック株式会社（職場例会）　 
•総会員数　72名　•会場出席者　54名　

◆ゲストへの謝辞
◆�米山奨学生　ドアン・ティ・ホン・ニュンさんへ２月分米山
奨学金の贈呈

◆（配布資料）•�本日の卓話資料
◆（案　　内）•�次回例会は、３月３日（金）国際奉仕委員会　萩　文三男委員長担当で、米山奨学生　

ドアン・ティ・ホン・ニュンさんの卓話になります。例会前、11：30より理事会もご
ざいますので、理事の方はお集まりください。

◆エイワテック㈱　代表取締役社長　中岡　昭彦様

◆藤牧会長より表彰
＊エイワテック株式会社
　　工事部　部長　　加藤　清道様
　　工事部　チーフマネージャー　　堀　　智雄様

◆講演：エイワテック株式会社　常務取締役　矢田　真司様
　演題：「我が社の紹介」

◆エイワテック㈱　常務取締役　　　矢田　真司様
　　　　　　　　　工事部　部長　　加藤　清道様
　　　　　　　　　工事部　チーフマネージャー　　堀　　智雄様

OUT IN TOTAL HCP NET

優勝 加藤　真弓 48 47 95 25 70

２位 岩田　雅之 46 48 94 22 72

３位 鈴木　克昌 48 47 95 20 75
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