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●斉  唱 
 

ロータリーソング「今日も楽し」 

 

●本日のお弁当 
 
 小伴天 

 

●本日のお客様 
 

碧南市議会 議長 石川輝彦様 

 
●本日の卓上花 
 
 ナデシコ（ソネット）、スプレーカーネーション（ブロッコリー）、ホワイトレースフラワー 

 
 
 

会 長 挨 拶  
 

皆さん、こんにちは。3 月の終わりで私の任期も余すところ

4 月、5 月、6 月になりました。 

 4 月になりますと異動ということが色んな所であります。私

の娘も異動がございまして、ロータリークラブでも大企業の方

が異動になりまして、ロータリーでご縁がありましたけども、違

う所に行かれてしまいます。良い出会いがあって、またどこかでお会いできれば幸いかなと

思います。また、その代わりに来られる方もこの碧南という地を感じていただければ良いか

なと思っております。春の家族会では、歌舞伎を見ることができます。6 月はゴルフの遠征が

あります。ずっと優勝しておりませんので、密かに優勝を狙っております。そんなことがロ

ータリーとしては事業がございます。 

 ロータリーの会長というのは、何を喋っても良い訳ではなくて、政治的な事や宗教的な事

は喋ってはいけません。そうすると喋りたい事もなかなか喋れないのですけども、少しぐら

いは良いんじゃないかという事で少し喋ります。韓国が怖いなぁと思っておりまして、大統

木村徳雄会長 



領になる人がみんな捕まっております。ああいう国は凄いなぁと思っておりますけども、今

の日本の首相の安倍さんは何にも悪いことをやっていないのにあれだけつつかれております。

365 日ぐらい国会が停滞するというか、会計予算も決まらないというのが、我々企業人とし

ては何とかしてほしいと思っております。私としては、戦後 2 番目の景気を維持していると

いうのはありがたい事かなと思っております。碧南 RC としては、会員の増加ができ、退会

者がいないという事はありがたいなと思っておりますので、感謝しております。 

 それでは、今日の雑学にいきたいと思います。生物界には人間の知りえない特異な体質や

能力を備えた種が多く存在します。それらの力は未だ解明されていない面もありますけど、

まさに超能力と呼べるでしょう。「虫の知らせ」とよく言いますけども、昆虫の中には様々な

能力を駆使して、これから先の天候を知ることができる種が存在します。そんな昆虫のいく

つかをご紹介しましょう。という事で、カマキリがおります。カマキリのメスは秋になりま

すとオスと交尾しながらオスのエネルギーをいただきまして、産卵します。その産卵する秋

口に 50～250cm 程の高さにある草や木の枝などに産みます。それは何故かというと、冬にな

り雪が積もる高さを予測して卵が雪で埋もれないギリギリの高さに卵を産むという事であり

ます。また、セミの中でもハルゼミと呼ばれる種がありますけども、雨の日には鳴くことは

ございません。まだ雨が降っているのにハルゼミの鳴き声が聞こえたら、もうじき晴れると

いう事でございます。それから、アリは土砂降りの雨が降る前に巣の入り口を塞いで守ると

いう事でございます。アリの触覚や体毛には「感覚子」が備わっており、味や音や気温など

様々な情報を感じ取る事ができます。この機能を使い、空気中の湿度が下がる、つまり低気

圧が起こり始めている事を察知すると巣の防御をするという事であります。 

 因みに私は何の能力もございませんので、ただただ感性だけで 63 年間生きております。も

う少し感性を磨きながら 6月までにはカッコイイ会長になるためにまだ 3ヶ月やりますので、

よろしくお願い致します。 

 ありがとうございました。 
 

  幹 事 報 告  
 

 幹事報告をさせて頂きます。 

・ ガバナー事務所より、新クラブ設立のお知らせが届いてお

ります。詳しくは幹事報告書をご確認ください。 

・ 碧南市より当クラブの緑化事業に対しましての感謝状をい

ただきました。本日、会長席前にご披露しておりますので、

ご覧ください。 

・ 次週 4 月 4 日の水曜日は商工会議所が 1 日使えないという事で、会場が衣浦グランドホテ

ルに変更になります。12 時 30 分より開会致しますので、お間違いの無いようによろしく

お願い致します。尚、理事、役員の皆様方には資料を配布させていただきました。例会終

了後に理事会を衣浦グランドホテルにて開催致します。1 つ訂正をお願いしたいのですが、

日時が 7 日というふうに謳われておりますが、4 日の間違いでございます。くれぐれもよ

ろしくお願い致します。 
 

角谷信二幹事 



※十週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。 

  委 員 会 報 告  
 

＜出席奨励委員会＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコボックス委員会＞ 

木村 徳雄君  いろいろな事業が終了していきます。皆さんのおかげであります。あと少

し頑張ります。終わりはないな～ 

角谷 信二君  安城ＲＣ創立６０周年記念ゴルフ大会にて準優勝しました。因みに悪天候

の為、ハーフラウンドのみでした。 

長田 豊治君  ３月１８日のレールパーク竣工式典には多くの皆様のご臨席を頂き、無事

に完了いたしました。奥田雪雄先生と１０年間のまちづくり活動もピリオ

ドを打つことが出来、ヤレヤレと思っております。皆様のご支援に深く感

謝申し上げます。 

奥田 雪雄君  先日のレールパーク開通式典には、20,000 人を超す方にお祝いをしていた

だきました。皆様方の御協力に感謝。棚尾地区まちづくり推進委員会委員

長 奥田雪雄 

        うれしい事がありました。息子の嫁が歯科医師の国家試験に合格しました。

ホッとしています。 

杉浦 保子君  ３月７日の緑化整備事業植樹に多数の参加、ありがとうございました。遅

まきながら社会奉仕委員より御礼申し上げます。 

苅谷 賢治君  本日、卓話講師 石川輝彦様を御紹介させて頂きます。 

石川 鋼逸君  ３月２５日（日）平成３０年度碧南市消防団予備隊入隊式に木村会長を始

め、多くの皆様にご出席頂き、誠にありがとうございました。今後共、碧

南市の安心・安全の為に精一杯頑張ります。 

杉浦 邦彦君  先日、２５日（日）消防入隊式を無事に終える事が出来ました。ステージ

上での誓いの言葉はさすがに緊張しました。第５分団副分団として頑張り

ます。 

山口  健君  ４月１日より社名が変わります。引き続きご愛顧の程宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 総会員数 68 名 (内出席免除者 16 名の内出席者 9 名)出席者 54 名 

 出席対象者 54／61 名   出 席 率    88.52％ 

 欠席者 14 名(病欠者 0 名)   前々回修正出席率 100％ 



卓 話  
 

「議会改革と市議会７０周年へ向けた取り組みにつ

いて」 

碧南市議会 議長 石川輝彦様 

 

 只今、ご紹介いただきました碧南市議会 議長をやっておりま

す石川輝彦でございます。本日はロータリークラブの卓話ということで、お招きいただきま

して本当にありがとうございます。何を喋ろうか考えて色々と資料は作ってきましたけども、

ここへ来る時は凄く緊張しておりました。どんな方々がいらっしゃるのかなと思っていたの

ですけども、和気あいあいとした雰囲気で進めていらっしゃるのを見て少し気持ちも落ち着

いてきました。今日のテーマは「議会改革と市議会 70 周年へ向けた取り組みについて」とい

うことでお話させていただきます。よろしくお願い致します。 

 まずは経歴と地域活動ですけども、昭和 39 年 6 月に碧南市で生まれて碧南市で育っており

ます。1 年間だけ住民票を刈谷市に移しましたけども、現在 53 歳で 52 年間ずっと碧南市に

おります。そして、碧南工業高校を卒業しまして、なぜかアイシン精機に入社しました。ア

イシン精機に入社して 10 年間働いていましたけども、いつの間にか労働組合に行けと言われ

ました。実は労働組合に行けと言われる前に私はアメリカに行きたいと手を挙げましたが赴

任させてもらえずに労働組合に行って、そのまま今、市議会の方に籍を置かせていただいて

いるという所です。 

 現職ですけども、先程もお伝えしました議長をやらせていただいているのと、発明クラブ

の指導員やへきなん焼きそばまちおこし隊の事務局長など色んなことをやらせていただきま

して、この経歴の中でお願いも含めてお話させていただきます。 

 まずは少年少女発明クラブです。商工会議所さんが中心となって、10 年前に立ち上げたク

ラブです。スタート当時から全国でも 2 番目、3 番目にクラブ員がいる大きなクラブとなっ

た訳ですけども、指導員が減ってきております。是非、皆さんの企業の中で良い方がいらっ

しゃいましたらご紹介いただければと思います。 

 次にへきなん焼きそばまちおこし隊ということで、皆さんもへきなん焼きそばを食べた事

があるのかなと思っております。碧南市を PR できるだろうと市議会議員 4 名で立ち上げて 8

年が経ちました。こういうボランティア団体はなかなかお金が集まらないので、皆さんのご

協力、ご支援をよろしくお願いしたいと思います。 

 ここからは碧南市議会の取り組みについてお話させていただきます。議長の任期について

ですが、私の議長の任期は木村会長よりも早く終わります。5 月 16 日が任期で、臨時議会が

開かれて、そこで私が議長としての辞表を出して可決されてから新しい議長を選ぶというふ

うになっております。法律上では 4 年間という議員としての任期が議長の任期なのですが、

碧南市議会の申し合わせにより任期は 1 年間としております。公平公正な目線でしっかりと

やっていく人を次の議長に選ぶという事になります。それで碧南市議会は議会基本条例とい

うものを制定させてもらっており、それに基づいて活動させていただいております。 

石川輝彦様 



 碧南市議会基本条例のこだわりというものがありまして、今の皆さんの企業でいくと「見

える化」という言葉は当たり前だと思います。ですが、議会用語、政治用語にはこの「見え

る化」という言葉がないんです。これだけ碧南市は企業が盛んで、「見える化、見える化」と

言っておりますので、この「見える化」という言葉を条例の文言として入れようというのが

市議会全体の思いでした。この「見える化」を基に HP をリニューアルさせていただいて、

政務活動費の使途の明細を公開するようにしました。その他に議会運営委員会が傍聴可能、

請願・陳情者の意見陳述、議場に 70 インチディスプレイ設置などがあります。そして、来年

度には本会議・委員会等をロケ中継していこうという事で、カメラを設置して HP で公開し

ていきます。公開目標として 9 月議会を目途に進めております。あと、災害時の対応にもこ

だわりを持っております。大きな地震、津波が来たら何をやったら良いかという事をまとめ

させていただきました。キーとなるのは、正副議長と議会運営委員会正副委員長、議会事務

局職員は、大規模地震が起きたら直ちに登庁し、支援本部を設置する事。そして、もう 1 つ

が議員は登庁指示がない場合でも発生した日から起算して3日後の午前１０時に参集する事。

それまでは、それぞれの地域の避難所等々でしっかりと支援しましょうというような事が書

かれております。 

 碧南市議会 70 周年に向けてという事で、碧南市は昭和 23 年 4 月 5 日が誕生日です。市議

会は 1 ヶ月遅れの 5 月 5 日が誕生日です。この 5 月 5 日というのは第 1 回目の市長市議会の

選挙の投票日です。この時の事を調べてみると、投票率が 94.7%というとてつもない数字で

した。近頃は市長市議会選挙の場合は 60%強、国会議員選挙になると 40%代になっておりま

す。やっぱり自分たちの代表を選んで自分たちの思いを伝えていくためには選挙が 1 つの手

段かなと思っておりますので、今後もこの投票率が上がるように取り組んでいけたらと思っ

ております。 

 碧南市制 70 周年のイベントとして、市としては 1 年間を通じて市内外に向けて碧南市の魅

力を発信していこうとしております。その中で市民の市への愛着や誇りを形成し、市外への

認知度を向上して碧南市の発展に尽くそうという事でやっております。主な事業内容として、

市制記念式典開催、碧南緑地ビーチコートオープン記念イベント、愛知の発明の日、元気ッ

ス！スポーツ未来教室、吉本新喜劇 in 碧南、平成 30 年度 少年の主張 愛知県大会などを予

定しております。 

 碧南市議会 70 周年のイベントとして、議会だより『碧南市議会 70 周年記念号』発行、若

者議会の開催、議場公開を予定しております。 

 最後に議員一同、開かれた議会を目指すとともに、市民の幸福と市政発展のため、全力で

取り組んでまいりますので、今後もより一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上

げます。 

 今日はありがとうございました。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

次回例会案内 
 

平成３０年４月１１日（水） 

クラブフォーラム「今、何故公共イメージに取り組むのか？」 

地区公共イメージ向上委員会 委員長 池森由幸氏 


