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本日の行事予定 (2015 年 5 月 22 日) 

第 3015 回例会 
≪地区環境保全週間≫ 

卓話担当：社会奉仕委員長 猪飼充利君 
講  師：地区社会奉仕委員会副委員長 

    杉浦文雄君(刈谷ＲＣ) 
演  題：「ロータリークラブにおける 

環境保全活動について」 

 
 先回の記録（例会） 

第 3014 回 ’15 年 5 月 8 日（金）晴れ 

卓話担当：余郷利彦君 
講  師：㈱三重銀総研調査部副部長・ 
     主席研究員 別府孝文氏 
演  題：「地域経済を取り巻く状況と 
        動き出した地方創生」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 

ソングリーダー  寺島淳一君 

ゲ ス ト 2015学年度米山奨学生 

       ボルドバートル・ハンドさん  

会 員 総 数  67名   4月 3日例会分訂正 

出席免除会員  20名   欠 席 会 員  12名 

本日出席会員  55名   MAKEUP 会 員    8名 

本日の出席率 82.09％ 訂 正出席 率  98.44％ 

超 過 出 席 浅井賢次君、宅見康悦君、幅辰雄

君、滝川林一君、服部貴君、鈴木吉男君、寺島淳

一君、後藤務君、伊藤誠君、坂井裕君、浅井彦治

君、三谷栄一君、山本達彦君（青少年奉仕・国際

奉仕委員会）、三谷栄一君、鈴木吉男君、山本達

彦君、後藤務君、伊藤幸蔵君、坂井裕君、幅辰雄

君、浅井彦治君、加藤泰一郎君、寺島淳一君（台

北滬尾ＲＣ創立 9 周年記念例会）、三谷栄一君、

安江正博君、山本達彦君、幅辰雄君、浅井彦治君、

古川弘一君、猪飼充利君、服部貴君、稲垣宏高君、

生田達一君、伊藤誠君、伊藤哲朗君、松本浩義君、

水野憲雄君、長田一郎君、野々山勝也君、杦田勝

彦君、余郷利彦君、山田章博君、服部則仁君、田

中正明君(次年度四大奉仕合同委員会)、三谷栄一

君、伊藤幸蔵君、山本達彦君、児玉昭君、松本浩

義君、坂井裕君、篠田廣君、寺島淳一君、矢田潔

君、安江正博君、吉田康裕君、宅見康悦君、山田

章博君、小林啓子君、大河内勝彦君(次年度クラ

ブ奉仕関連合同委員会)  

 
会長挨拶 

安江正博会長 

時代劇を見ていると、悪い

人間とよい人間がはっきり

と分けられている。悪い人間

はどこまでも悪く、よい人間

は徹底してよい。子どもやじ

いさん、ばあさんなら、それを見て喜んでいれば

いいが、いい大人が同じ発想で世の中を判断して

は困ります。だが、この困ることが現実に起きて

いるのです。 

 たとえば金持ちを優遇するような税制改革が

発表されると、蜂の巣をつついたような騒ぎにな

る。庶民の税金が上がると「弱者いじめ」とマス

コミが叩く。よく考えてもらいたいのは、金持ち

優遇税制にしたほうが景気は良くなるというこ

とです。景気が良くならないのはお金が回らない

ことが最大の原因です。お金を回すにはお金を持

っている人間にまず使ってもらうこと。そのため

には使いやすい条件を整える必要があります。そ

の意味では贈与税の軽減などは非常によいこと

だと思います。贈与税が高いと金持ちは子どもた

ちにお金を渡すことを躊躇（ちゅうちょ）する。と

くに日本の税制では生前贈与にかかる税金がバ

カ高いから、金持ちは相続権者になかなかお金を

渡せない。しかし最近、贈与税の上限がかなり緩

和されました。 

 先を読むことに長けた住宅メーカーが、早速マ

ンション建設に精を出し始めたのはさすがです。

生前贈与の税金が軽減されれば、金持ちは息子、

娘たちにマンションを買ってやりたくなるから

です。息子や娘のほうも親にせがみやすくなる。

そうやってお金が動き出すのです。 

だから庶民こそ「金持ちの税金をまけてやれ」

と声を大にして言うべきなのです。出したお金の

行方を追うのが難しいのなら、お金をしこたま持
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っている人間に使わせればいい。使いたくなるよ

うな条件を整えてあげれば人は必ずお金を使い

ます。そういうことも知らずに単純な正義感だけ

で物事を判断する人が多すぎます。 

 以前、テレビを見ていたら、高級官僚の官舎の

立派さと家賃の安さが槍玉にあげられていた。都

心の一等地で 4ＬＤＫという、借りたら 50 万か

ら 60 万円はするといわれる高級マンションに、

わずか十分の一ほどの家賃で住んでいるのは「お

かしくないか」というのがテレビ側の言い分だっ

た。 確かにそうもいえます。だが、そんなこと

より、少しも世の中の変化に適応した政策を出そ

うとしない役人根性のほうが大きな問題です。そ

ちらをきちんとやってくれれば、少しくらい立派

なマンションに住んだっていいではないですか。 

 物事には必ず裏表があって、表面に現れたこと

だけで物事を判断しては、真実を見誤ることもあ

ります。単純な正義感でものを見るのはやめまし

ょう。  

 
ニコボックス報告 第 3014回分 

佐藤雅彦ニコボックス委員 

別府孝文様 （お車代をニコ

ボックスに頂きました） 

安江正博会長、三谷栄一副会

長、野々山勝也幹事 ①本日

の卓話講師に別府孝文氏を

お迎えしまして。②2015 学年度米山奨学生のボ

ルドバートル・ハンドさんをお迎えして。 

安江正博会長 余郷利彦君、本日の卓話よろしく

お願いします。 

余郷利彦君 本日、卓話を担当します。 

伊藤祥文君 余郷さんへ、卓話お疲れ様です。ま

た先日、稲沢はありがとうございました。 

稲垣宏高君 米山奨学生のボルドバートル・ハン

ドさんをお迎えして。 

浅井賢次君 ①津島神社献茶祭、とっても素晴ら

しく、伊藤宮司さんに大変お世話になりました。

②5 月 1 日松崎先生に大変ご無理なお願いをし、

お世話になりました。③大切な手帳を紛失して、

1 ケ月ぶりに名古屋で見つかりホッとしました。 

加藤則之君 市議選、皆様のお陰で再選されまし

た。今後も更に市政進展のため頑張ります。よろ

しくお願い申し上げます。 

高木輝和君 加藤則之君が皆さんに大変お世話

になりました。 

矢田潔君、伊藤幸蔵君、住田由純君、水野憲雄君、

杦田勝彦君、古川弘一君、安江正博君、宅見康悦

君、服部貴君、伊藤哲朗君、鶴見治貞君、浅井賢

次君、三谷栄一君、生田達一君、佐藤雅彦君、伊

藤基君、梶浦興蔵君、浅井彦治君、吉田康裕君、

相羽あつ子君、篠田廣君、野々山勝也君 加藤則

之さん当選おめでとうございます。 

宇佐美三郎君 藤まつりも盛況の内に終了しま

した。ありがとうございました。 

鈴木吉男君 5月 6日、無事尾張津島藤まつりが

盛大のうちに閉幕しました。天候に恵まれ、藤に

も最後まで頑張ってもらいました。津島の藤まつ

りが人気で全国 2位になりました。最高の人出と

最高の駐車台数を記録しました。天王川周辺の

人々には大変御迷惑をおかけしました。(追伸：

全国1位である東京の亀井戸天神を5/1に見てき

ました。藤の花は津島が完全に勝っていましたが、

背景にスカイツリーがばっちり入ると負けます。

ちなみに江南の曼荼羅寺は 5位です) 

後藤務君 台北滬尾ＲＣの記念品をいただきます。 

伊藤哲朗君 松崎先生に母がお世話になりました。 

児玉昭君 松崎先生にお世話になりました。 

寺島淳一君、加藤泰一郎君、小林啓子君、浅井彦

治君 ウィークリーに写真がのりました。 

伊藤哲朗君、松崎安孝君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：余郷利彦君 
講  師：㈱三重銀総研調査部副部長・ 

      主席研究員 別府孝文氏 
演  題：「地域経済を取り巻く状況と 

         動き出した地方創生」 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．動き出した地方創生 

 ◆地方創生 3つの背景 

  ・アベノミクスで浮かび上がる評価と課題 

   プラス成長、株高・円安によるデフレ脱却

への道筋→政策効果の受益格差が顕在化 

   ①大企業と中小企業 ②輸出企業と輸入 

企業 ③富裕層と一般層 ④大都市と地方 

   ↓ 

   少子高齢化と人口減少を克服し、地方創生

に向けたローカルアベノミクスの実現 

  ・時代環境の変化・パラダイムシフト 

   時代環境とともに既存の価値観・前提条件

も変化 

  ・地方消滅(増田レポート)の衝撃 

   2040年には、全国1800市区町村のうち896

が消滅可能性。愛知県 54 市町村のうち 7

が消滅可能性。 

  

◆国の動きと地方の動き（総合戦略） 

  国＝地方における安定した雇用を創出する。 

      地域特性に応じた産業施策 

      地域産業を支える人材の育成 
地方 
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国＝地方への新しいひとの流れをつくる。 

      移住希望者向け環境整備・情報提供 

      地方大学活性化、企業の地方採用・就労   

国＝若い世代の結婚・出産・子育ての希望を

かなえる。 

      若い世代の経済安定 

      妊娠・出産支援 

    子ども・子育て支援 

    ワーク・ライフ・バランス実現  

国＝時代に合った地域をつくり、安心な暮らし

を守るとともに地域と地域を連携する。 

      地域実情に応じたまちづくり 

      既存ストックのマネジメント強化 

      地域間連携推進 

 

Ⅱ．地域経済を取り巻く状況 

 ◆東海地域のイベント・インフラ計画 

  2018年度 新名神高速道路 

名古屋環状 2号線 

  2020年度 東海環状自動車道の全線開通 

  2027年  リニア中央新幹線 

 ◆名古屋駅前開発プロジェクト 

  2015年 10月 大名古屋ビルヂング 

   〃  11月 ＪＲタワー名古屋 

  2016年 11月 ＪＲゲートタワー 

 ◆相次ぐイベント・大会 

  2016年 サミットの誘致(三重?) 

  2018年 全国高校総体(東海ブロック) 

  2019年 ラグビーＷ杯(豊田市) 

  2020年 東京オリンピック・パラリンピック 

  2021年 国民体育大会(三重) 

 

Ⅲ．地方創生を地域活性化につなげるために 

 ◆産業立地施策の変遷 

  1960年代～ 新産・工特 

  1980年代～ テクノポリス頭脳立地 

  1990年代～ 地方拠点都市 

  2000年代～ クラスター企業立地促進法 

 ◆地域おこし施策の変遷 

  ふるさと創生 → 地域振興券 → 農商工連

携地域ブランド → 特区(地域活性化特区) 

 

地方創生への着眼点 

①課題把握 まずは地域内の課題を徹底的に

抽出し、把握する。課題把握なき

構想・戦略の策定は効果半減。 

②資源の再点検 地域内のあらゆる資源(天然、

文化、人材、ブランド等)をあら

ためて見つめ直す。価値ある資源

を見極め、活用策を検討する。 

③地域ポジションの確認 当該地域が置かれ

ている歴史的、地理的、経済的な

位置づけ(地域ポジション)を把

握する。地域ポジションの異なる

先進事例を参考としていないか。 

④選択と集中 総化的でなく特化して強みを

活かす。経営資源を集中する(小

さな都市ほど必要) 

⑤ベクトル一致 関係当事者(産官学金労言)

のベクトルを一致させる。 

 
米山奨学委員会 

稲垣宏高次年度委員長 

 津島ＲＣは、2015学

年度(2015 年 4 月～

2016 年 3 月)米山奨学

生の世話クラブにな

り、モンゴルのウラン

バートル市出身の奨

学生・ボルドバートル・ハンドさんを初めて例会

にお迎えしました。安江正博会長より、5月分の

奨学金をお渡ししました。なお、カウンセラーは

稲垣宏高委員長が兼任します。 

 

米山学友だより 

 2007～09 学年度米

山学友の董宇さんから

メールが届きました。 

3 人目の大成くんが、

去年の7月12日に生ま

れ、食欲旺盛で「高速

成長」して、今では体

重が 10ｋｇを超えた

とか。董さんは 11月か

ら仕事に復帰しました。加藤隆朗カウンセラーと、

先日の藤まつりを楽しみました。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方 

地方 

地方 

三谷栄一副会長 

山本達彦 

野々山勝也幹事 幹事エレクト 

5月の司会は 

飯村理会場委員 

5月生まれです 
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次回例会 

第 3016 回 ’15 年 5 月 31 日(日) 

≪日帰り家族例会≫ 

～掛川花鳥園・舘山寺・フルーツパーク～ 

  集合・出発：8：00  津島商工会議所 
 

次々回例会 

第 3017 回 ’15 年 6 月 5 日(金) 

卓話担当：親睦活動委員長 稲垣宏高君 

講  師：2015学年度米山奨学生 

      ボルドバートル・ハンドさん 

 

誕生日祝福(5月) 

稲垣宏高親睦活動委員長 

八谷潤一君（ 1日） 

服部則仁君（ 1日） 

松崎安孝君（12日） 

佐藤雅彦君（13日） 

横井知代君（23日） 

古川弘一君（26日）   鈴木吉男君（31日） 

夫 人 

杦田勝彦夫人（ 3日）  住田由純夫人（16日） 

飯村 理夫人（17日）  伊藤幸蔵夫人（18日） 

後藤 務夫人（21日） 

結婚記念日祝福 

鶴見 治貞君（ 1日） 宇佐美三郎君（ 5日）  

伊藤 幸蔵君（ 9日） 吉田 康裕君（ 9日）  

横井 知代君（17日） 松崎 安孝君（22日）   

遠山 孝義君（29日） 
 

 

  

5 月 14 日(木)、桑名ＣＣにて津島・あまＲＣ

合同ゴルフ大会が開催され、32 名が参加しまし

た。団体優勝は津島ＲＣ、個人優勝は浅井彦治君

でした。また、津島ＲＣ単独では三谷栄一君が優

勝。次回は 6月 25日(木)に開催予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
6月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  野々山勝也幹事 

1. 5月 8日の理事会で、事務局の禁煙が決議さ

れました。喫煙者の皆様、ご協力をお願い

します。 

2. 本日、午後 4 時から津島東高校にてＩＡＣ

例会があります。また、5 時 30 分からサン

ガーデンにおいて歓送迎会を開催します。 

3. 本日、地区第 2 回国際奉仕委員長会議が行

われます。後藤務委員長が出席します。 

4. 5 月 29 日（金）午後 6 時より「魚しま」に

て、ロータリー情報委員会が開催されます。

新入会員のお勉強会です。楽しいひととき

をお過ごしください。 

5. 来週、5月 29日（金）は 31日（日）の家族

例会日帰り旅行に例会変更です。よろしく

お願いします。 

6. 6月2日（火）午後6時より「東照庵」にて、次

年度ロータリー財団委員会が開催されます。 

7. 次のホーム例会は 6 月 5 日（金）です。米

山奨学生のハンドさんに出席していただく

予定です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月 22日（金）第 3015 回 幹事報告 
 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 浅井彦治 48 46 94 20.4 73.6 

2 位 山本達彦 39 48 87 12.0 75.0 

3 位 吉田康裕 45 40 85 9.6 75.4 

 

【津島・あま合同ゴルフ結果】 

【津島ＲＣゴルフ結果(5月)】 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 三谷栄一 44 44 88 17 71 

2 位 吉田康裕 45 40 85 9 76 

3 位 山本達彦 39 48 87 10 77 

 

6月 5日(金) カレーライス 
6月 12日(金) 割子弁当 
6月 19日(金) 寿司 

6月のメニュー 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

尾西 RC 6/8 月 尾西信用金庫本店 

名古屋和合 RC 6/10 水 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋西 RC 6/11 木 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

あま RC 6/15 月 名鉄グランドホテル 

尾西 RC 6/15 月 尾西信用金庫本店 

名古屋名駅 RC 6/17 水 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

一宮中央 RC 6/17 水 一宮商工会議所(夜） 

稲沢 RC 6/17 水 林商事ビル 

名古屋守山 RC 6/17 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋東南 RC 6/24 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋空港 RC 6/29 月 キャッスルプラザ 

尾西 RC 6/29 月 尾西信用金庫本店 

名古屋城北 RC 6/30 火 名古屋栄東急 REIホテル 

 


