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クラブテーマ

ロータリーの森

本日のプログラム 
司会   杤本 正樹君 

・点 鐘            伊藤  純君 

・ROTARY SONG    「奉仕の理想」 

・今月の歌    「琵琶湖周湖の歌」 

・ビジター紹介         伊藤  純君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・会長挨拶           伊藤  純君 
・卓 話    加藤久仁明君  長谷川英輝君 

・幹事報告           成瀬 浩康君 

・点 鐘            伊藤  純君 

今月の歌 

琵琶湖周航の歌 

  我は湖の子  さすらいの 

  旅にしあれば しみじみと 

 昇る狭霧や  さざ波の 

  滋賀の都よ  いざさらば 

 

先週の記録 

会長挨拶      会長   伊藤  純君 

学生の頃、ニューヨークでバイトした時の話を少

しさせていただきます。 

まず、最初にニューヨークに着いた時、日本人を

見つけて就労の方法を教えてもらいました。バイ

トするには、ソーシャルセキュリティNO.が 

必要で、それを取得するには年金事務所に行って

銀行口座開設する 

為に必要と云えば、すぐに番号がもらえること。

その番号があれば、すぐに雇ってもらえることな

ど。確かにその通りすぐに雇ってもらえました。 

しかし、最近では労働ビザがなければ、ソーシャ 

ルセキュリティーナンバーはもらえません。また、

クリントンが公約で不法移民にも市民権を与える 

２０１６年８月１９日（金）２２８９回（８月第２例会） 

 

と発言しています。 社会全体が容認している状

態が続けば、不法就労不法移民はなくならないで

しょう。 

日本では、外国人労働者が、１００万人に達する

現在、１０年後、２０年後の日本の社会が気にな

ります 

幹事報告       幹事  成瀬 浩康君

第2回理事役員会 

第1号議案：開始貸借対照表並びに前期決算承認

の件 

第 2 号議案：ＷＦＦチケット購入の件（2 枚 4 千

円） 

第3号議案：春日井菊花大会の件（3万円） 

春日井まつり協賛の件（1万円） 

第5号議案：観劇家族会の件 

上記の審議事項につきましては全て承認可決され

ました。 

第4号議案；志水ひろみ君出席免除申請の件は規

定審議会での決定と本クラブの細則に相違がある

ため今回は差戻し。 

また、他にも規定審議会での決定と相違があるた

め、本クラブの定款・細則・内規の見直しを行い

修正・変更する予定です。 

協議事項 

＊フェースブック管理者の件：有志の方参加をお

待ちしております。 

＊ガバナー補佐訪問の件：例会前に懇談会 

出席者：会長・副会長・エレクト・幹事・副幹事 

クラブ協議会は理事・役員・委員長・入会1年未

満の会員の出席お願いします。 

＊春日井ロータリークラブのたすきの件：見積も

りを取り協議する。 

会      長 ：伊藤  純 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：社本 太郎 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

副  会  長 ：宅間 秀順 事 務 局 ：春日井市鳥居松町5-45 

幹      事 ：成瀬 浩康  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

会報委員長 ：加藤 宗生 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp



地区行事 

＊9月 10日：地区審議会 

出席者：会長 

次週予告 

＊8月 12日は休会 

＊8月 19日は祝福 

＊卓話：加藤久仁明君 長谷川英輝君 

 

◎例会変更のお知らせ 

名古屋アイリス 
ＲＣ 

８月３１日（水) ９月２日（金）１２：３０ 

ガバナー公式訪問の為東急ホテル

瀬 戸 北 ８月２３日（火) ８月２８日（日） 

   ＲＣ 補助金事業の為 やすらぎ会館 

名 古 屋 城 北 ８月３０日（火）８月３０日（火） 

   ＲＣ 夜間例会の為  

名 古 屋 清 須 ８月２３日（火）８月２６日（金）１８：３０

   ＲＣ ＩＤＭの為  

名 古 屋 清 須 ８月３０日（金）８月３１日（水） 

   ＲＣ ガバナー公式訪問の為  

羽 島 ８月２３日（火) ８月２３日（火） 

   ＲＣ 補助金事業の為 かみなり村北間

犬 山 ８月３０日（火) ８月２７日（土） 

   ＲＣ 交流例会の為 名鉄犬山ホテル 

あ ま ８月２２日（月）８月２２日（月） 

   ＲＣ 夜間例会の為  

 

◎例会休会のお知らせ 
○名古屋空港ＲＣ    ８月２９日(月)は休会 

○豊田東ＲＣ      ８月３１日(水)は休会 

 

 
◎ビジター紹介   会長  伊藤  純君 
○江南ＲＣ      大池 武徳君 

  〃        高田 大覚君 

 
出席報告       委員長  大橋 省吾君 

会員 61 名 欠席 18 名 出席率 70.5%

先々週の修正出席 欠席 2名 出席率 96.7%

 

ニコボックス報告    委員長   速水 敬志君 

○本日、IM の PR でお伺いいたしました。よろし

くお願い致します。 
江南 RC 大池 武徳君 高田 大覚君 

○第 2 子が生まれました。    長谷川英輝君 
○祝福を受けた喜びで      岡田 義邦君 
○岐阜中京の教え子が甲子園に出場します。 
                小野寺 誠君 
○夏真っ盛りに         藤川 誠二君 
○政治資金規制委員会出席のため、日比会員の卓

話が聞けません、残念です。   貴田 永克君 
○日比君、第 1 子誕生おめでとうございます。 
                青山 博徳君 
○先日、沖縄に家族旅行に行きました。家族とと

もに幸せな時間を過ごせることに感謝です。 
                下田 育雄君 
○日比君の卓話を楽しみに。 
近藤 太門君  足立 治夫君  梅村  守君 
小柳出和文君  小川  長君  岡嶋 良樹君

大原 泰昭君  岡本 博貴君  加藤久仁明君  

加藤  茂君  河村 哲也君  加藤 宗生君  

北  健司君  川瀬 治通君  近藤 秀樹君  

清水ひろみ君  清水  勲君  芝田 貴之君  

社本 太郎君  杉山 孝明君  栃本 正樹君  

宅間 秀順君  成瀬 浩康君  野浪 正毅君  

速水 敬志君  蓮野 美廣君  馬々大刀雄君  

古屋 義夫君  屋嘉比良夫君  山田  治君  

和田 了司君 
○ご協力ありがとうございます。 

ニコボックス委員会 
 

卓話             日比 雄将君 

みなさん、こんにちは。日比雄将です。 

 本日は、諸先輩方の前で卓話をさせて頂きます

ことに感謝申し上げます。 

 本題に入る前に、一点、私事の報告をさせて頂

きます。7 月 26 日（火）に男児が生まれました。

名前は康裕（こうすけ）です。おかげさまで母子

ともに健康で 8月 1日（月）に退院し、現在は自

宅で育児をしております。 

 ここで、出産までの経過を少しお話しさせてい

ただきます。さかのぼること 2日前、7月 24 日の

午後 11時頃、妻が「少し体調がおかしい」と言い

始めました。明け方 3時ごろから陣痛が始まった

ため急いで支度をし、午前 4時半ごろに通院して

いた名古屋市西部医療センターに到着しました。

その後順調に陣痛が進み、午前 7時頃には 3分間

隔にまでペースが速くなったことから、私は「初

産だけど意外と早く産まれるかな」と期待に胸膨

らませておりましたが、ここから陣痛のペースが

一気にスローダウン。それ以降、大きな変化が起

きることなく時間だけが過ぎ、気が付くと病室で

私も一晩を過ごすこととなりました。 

2 日目も気が気ではないものの、これ以上仕事

をキャンセルするわけにもいかず、最小限で仕事

を繰り上げ午後 4時過ぎに病院に戻ったところ、

再び陣痛が定期的に発生し始め、6 時ごろからは

本格的な陣痛となり、10 時 50 分出産となりまし

た。 

当日の西部医療センターは出産ラッシュだった

模様で、助産師さんが頻繁に他の病室を回らなけ

ればならず「あとはご主人、よろしくお願いしま



す」と残された私は、必死に妻の体を押さえなが

ら、本当に不安な時間を過ごすこととなりました。

もちろん、私以上に妻は不安で仕方なかったと思

います。そんなやりとりを何回か繰り返した後、

ようやく助産師さんから「さあいきんでいいです

よ」という GOサインが出て以降は、妻のいきみ方

も上手くいき、割とすんなり生まれてきてくれま

した。 

私はビデオカメラを回しながら、新しい生命の

息吹を目の当たりにすることができました。普段

はちょっとの血を見ることすらできない臆病者な

のですが、その時は自ら「出産後の胎盤やへその

緒を触らせてください」とお願いするほど積極的

になっていました。 

 生命の誕生の瞬間に立ち会えたことは何にも代

えがたい貴重な経験でした。誕生までの妻の苦し

みはお伝えすることができないほど激しいもので

あり「自らの命を削ってまでも出産にかける女性

の姿」は私の想像をはるかに超えるものでした。

心の底から生命の尊さを感じ、今後どんな社会情

勢になろうとも、何よりも命が優先されなければ

ならないということを改めて心に誓う機会となり

ました。 

 妻の体力の回復や子どもが外出できるようにな

るまで今しばらく時間がかかると思いますが、改

めてみなさまにもご挨拶ができれば幸いです。今

後ともよろしくお願いいたします。 

 前置きが長くなってしまいましたが、今回は愛

知県議会について少しお話をさせて頂きます。 

 県議会は、県のお金の使い方である予算や県の

決まりである条例をはじめ、より住みやすい街づ

くりのための県の施策について、議論を行う機関

です。現在、愛知県議会議員は 102名います。愛

知県の人口が約 750 万人ですので、数字の上では

73,500 人に 1人議員がいる計算となります。ちな

みに国会議員は衆・参合わせて 717人、日本の人

口が約 1 億 2700 万人ですので、177，000 人に 1

人、また春日井市議会議員 32人に対して春日井市

の人口が約 31 万人ですので、10,000 人に 1 人と

なります。もちろん、それぞれ役割等が違い、こ

の数字の大小に意味はありませんが、一応数字の

ご紹介とさせて頂きます。また、議員の数が多い

とのご指摘をよく受けますが、例えば国会議員を

例に諸外国と比較すると、人口当たりの議員の少

ない国から、アメリカ＜中国＜ロシア＜日本＜ヨ

ーロッパ諸国となっています。各国の制度の違い

もありますので、正直、意味を持たないと思いま

すが、早く、議員の数よりその質が問われる、そ

ういう世論に持っていかなければならないと感じ

ます。 

さて、県議会議員 102 名の内訳は自由民主党 57

人、民進党 32人、公明党 6人、共産党 2人、無所

属 5人です。この数でお分かりのとおり自民党が

過半数をとっております。しかし、国会における

数の論理ほど大きな意味を成し得ません。それは

地方議会のしくみと国会の仕組みの違いにありま

す。 

地方自治体では、首長と議員をともに住民が直

接選挙で選ぶ制度をとっています。これを二元代

表制と言います。これに対して国では、選挙され

た議員で組織された国会が指名する内閣総理大臣

が内閣を組織し、国会に対して責任を負うという

議院内閣制です。 

 このような制度の違いから、国では内閣を支持

する政党とそうでない政党との間に与野党関係が

生まれます。地方議会においても、首長を支持す

る会派とそうでない会派の間に、疑似的な与野党

関係が生まれることがあります。ただ、これは国

の議院内閣制の枠組みを、首長選挙の際の支持不

支持に当てはめているだけで、二元代表制におい

ては、制度的には与野党関係は発生しません。 

 二元代表制の特徴は、首長、議会がともに住民

を代表するところにあります。住民の代表である

首長と議会が緊張関係を保ちながら、議会が首長

と対等の機関として、地方自治体の運営の基本的

な方針を決定し、執行をチェックし、また積極的

な政策提案を通して政策形成の舞台となることこ

そ、二元代表制の本来の在り方であるといえます。 

 愛知県議会の開催は条例で年 4回と定められて

おり、概ね 2月、6月、9月および 12月に開かれ

ます。これに加え、特に必要があるときに臨時会

を開くことができ、例年、役員改選を主とする臨

時会を 5 月に開いています。議会の日数は概ね 3

週間から 1か月余りとなっています。 

 議会は主に本会議と委員会に分けられます。本

会議では議案の提出、提案の説明、議員からの質

問がなされた後、議案をさらに審議するため、委

員会での審査に入ります。愛知県議会の場合は委

員会が 8つ、総務県民委員会、振興環境委員会、

健康福祉委員会、産業労働委員会、農林水産委員

会、建設委員会、文教委員会、警察委員会あり、

それぞれ関連する議案が審査されるとともに、各

委員会が所管する事項について議員からの質問が

なされます。 

 委員会での審査が終わると、再び本会議が開か

れ、各委員長からの審査結果の報告、議案につい

ての討論を経た後、採決がとられ閉会となります。

閉会後、知事は結果に基づき執行を行うという流

れとなります。 

 また、議会が開かれている間には、県民のみな

さまから提出された請願、陳情についての確認も

されます。請願には議員の紹介が必要で、委員会

での審査を経て本会議での採択がなされると、実

現に向けた働きかけが行われます。一方、陳情は



所管する委員会に送付され、参考として議員が目

を通しています。また、国などで解決を図るべき

問題については、県議会の各会派にて意見書が作

成され、全会一致で採択された場合には、関係省

庁へ提出します。 

 本会議、委員会とも傍聴可能です。本会議の傍

聴定員は 350 人、委員会の傍聴は 10人となってい

ます。また、本会議は愛知県議会のホームページ

上でインターネット生中継および録画中継を行っ

ています。ぜひ愛知県議会議事堂に足をお運び頂

くか、お忙しい方は愛知県議会のホームページに

て議会をご覧頂けると幸いです。 

 以上で、私の卓話を終了させて頂きます。ご清

聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

会長挨拶  伊藤 純君 

 
 

 

卓話    日比 雄将君 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＭのＰＲ 

江南 RC 大池武徳君 高田大覚君 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


