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第１９２６回例会 

     ２０１７年２月２０日（月）第２７回                               
 

●点  鐘 会長 武田 英昭君 

●例会行事 卓話 名古屋保護観察所 

      民間活動支援専門官 宮山 芳久様 

      「更生保護制度と社会を明るくする運動 

      について」 

●ゲ ス ト 名古屋保護観察所 

      民間活動支援専門官 宮山 芳久様 

 ●司  会 安江 寛二ＳＡＡ副委員長 

 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 武田 英昭君 

 
会員の皆様、今日もお元気で例会にご出席をして頂きあ

りがとうございます。 

先週末、西日本、関東地方で〝春一番〟が吹いたとの事、

〝春〟が目の前に近づいているようです。 

先々週、建国記念の日（2/11）に、名古屋グランパス

エイトのコーチ陣を招き、豊山町内小学児童 123 名を対

象にした本年度新地区補助金事業「青少年育成の為のサッ

カー教室」が豊山町グランドにて開催されました。当日、

雪の舞う天気で会員皆様の出席を心配しておりましたが、

柴田P会長はじめ多数の皆様が参加して頂き改めてお礼を

申し上げます。サッカー教室は、2013年（串田年度）に

実施して4年ぶりでしたが、子供たちは、寒さも気にせず

に大変楽しそうにサッカーの練習をしておりました。終了

時のセレモニーでは,参加小学校を代表して代表児童（豊山

小学校）から「当クラブへ、ユニホーム寄贈とサッカー教

室開催のお礼、そして、名古屋グランパスエイトには、J1

復帰を願う激励の言葉」で締めくくり、事故もなく無事終

了した事をご報告いたします。 

又、サッカー教室に先立ち、2007年（金井年度）から

実施しております豊山町小学児童の安全を願ってスタート

した豊山町内新一年生に贈る「防犯ブザーの贈呈式」が行

われました。服部豊山町長は、「住みやすい町に向けて、お

年寄りや子供を地域で見守る安心・安全の町づくり」を目

指しているとの事で、この防犯ブザーが大きな役割を果た

していると感謝の言葉を頂戴しました事を合わせてご報告

いたします。 

さて、本日は、名古屋保護観察所 宮山様をお迎えしての

例会です。宮山様には、公務多忙のところご来臨賜り、当

クラブを代表致しまして御礼申し上げます。後程「更生保

護制度と社会を明るく運動」について卓話を頂戴する事に

なっておりますので宜しくお願い申し上げます。 

その“社会を明るくする運動〟は、「すべての国民が，犯

罪、非行の防止と罪を犯した人たちの更生（立ち直り）」に

ついて理解を深め，犯罪のない地域社会を築こうとする全

国的な運動です。〝社会を明るくする運動〟の始まりは、

大戦後の荒廃した中にあって，かねてから街にあふれた子

供たちの将来を危惧していた東京・銀座の商店街の有志が

「犯罪者予防更生法」が施行（昭和24年7月1日）され

たことを期に、同年7月13日から１週間にわたって，自

発的に「犯罪者予防更生法実施記念フェアー（銀座フェア

ー）」を開催したのが始まりとの事です。 

当クラブに於いても、2002年（太田年度）より「社会

を明るくする運動の啓発用うちわ」を寄贈し、犯罪や非行

防止の啓発活動をしてまいりました。昨年で66回目、昨

年7月4日に皆様のご協力を頂き豊山町のエアーポートウ

ォークにて豊山町保護司の関係者の方々と共に〝啓発運動

〟をさせて頂きました事を改めてこの場でお礼を申し上げ

ます。 
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田邊幹事が保護司として地域社会の犯罪や非行の防止、

罪を犯した人の立ち直りの為に日々活動をしているとの事

です。その保護司の数は、保護司法で52,500人と定めら

れているようですが、ここ数年減少の傾向を示しており、

平成28年には47,939人との事で近年は、女性保護司が

全体の26.1％（4人に1人）と増加しているとの事です。 

大変お恥ずかしいのですが、普段、そのような活動に接

していない私にとっては、犯罪や非行防止、また、過ちを

犯した人にどのように具体的な行動を起こすべきなのか若

干迷うところです。 

本日、宮山様から「更生保護制度と社会を明るく運動」

について卓話を伺いますが、今後、ロータリークラブとし

て、また、社会の一員としてどのような関わり方が出来る

か見出すことが出来れば幸いと考えているところです。 

最後になりましたが、もうすぐ〝春〟です。皆様には、

充分お体に気をつけて〝春〟を迎えて頂く事をお祈りし、

本日の挨拶といたします。 

 

 

 

        委 員 会 報 告         

●出席報告 （早川 正倫副委員長） 

本日の例会 

会員数 5３ 出席率 83.67％ 

出 出席義務者 27 欠 

席 

者 

出席義務者 8 

席 出席免除者 14 出席免除者 4 

者 出席者計 41 欠席者計 12 

前々回例会（2月6日） 

会員数 53 出席率 95.83％ 

出 出席義務者 33 欠

席

者 

出席義務者 2 

席 出席免除者 13 出席免除者 5 

者 出席者計 46 欠席者計 7 

●ニコニコボックス報告（友原 寛之委員） 

名古屋保護観察所 宮山様をお迎えした喜びで！！  

                   武田 英昭 君 

宮山様卓話宜しくお願いします。 

                  田邊 雅彦 君 

久し振りに出席で来た喜びで。 

                  川瀬 公  君 

山北さんの友情に感謝して。                  

伊勢村道雄 君 

 

今日も元気で！                  

               

阿萬 裕子 君 石川 良治 君 石原 慎一 君

市川 孝 君 伊東 由之 君 稲熊 正徳 君

稲吉 將秀 君 井上 政秋 君 入谷 宏典 君

内海 辰巳 君 梅本 昌裕 君 金井 和治 君

北園 守生 君 串田 正克 君 近藤 和彦 君

三治 明 君 柴田 和宏 君 高山 光雄 君

竹尾 悟 君 照井 通夫 君 友原 寛之 君

中林 正人 君 波多野勝美 君 波多野 真 君

早川 正倫 君 原田 好展 君 松本 雅人 君

真城 壮司 君 安江 寛二 君 山内 佳紀 君

山北 秀和 君 堀塲 竜司 君    

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力  ３6名   ５１，０００円  

本年度の協力累計         １，２００，０００円  

 

御協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 
名古屋保護観察所 

民間活動支援専門官 宮山 芳久様 

「更生保護制度と社会を明るくする運動 

について」 

 

 

 

 

第３回クラブ協議会議事録 

                              

平成29年2月20日 

日時 平成２９年2月20日（月）13：30～14：15 

場所 キャッスルプラザ 4階 菊の間 

田邊幹事の進行により、クラブ協議会が開会された。 

会長挨拶 武田会長より、ごあいさつ日頃からの御礼と

下期も稲吉年度に引き継ぎがスムーズに運べ

るよう下期の任務をしっかりする事を報告さ

れ、開始した。 

議題 

各委員会の上半期の実績報告及び下半期の事業計画につい

て 
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会員増強委員会 照井委員長 

会員増強    市川副委員長 

ロータリー情報 波多野副委員長 

退会防止    伊勢村副委員長 

本年度３名の新入会員を向かえ、堀場会員も再入会頂き、

順調に推移して、退会防止についても、再入会を働きかけ

ながら情報をいち早く察知して努めていくことを報告した。 

 

 

クラブ広報委員会 太田委員長 伊東副委員長 

各委員会の情報を正確に掲載し会員及び家族の理解を深め

実践していることなど報告した 

 

クラブ奉仕委員会 原田委員長 早川副委員長 稲熊副委

員長 

出席、ニコボックスとも順調に実践し、出席率の向上をさ

らにめざし、メイキャップの推進にも尽力し、100％を目

指す旨報告した。 

 

親睦活動委員会 内海委員長、近藤副委員長 

クリスマス家族例会も皆様のご協力でたくさんのご家族に

参加頂いた御礼と、５月の復興支援春の家族会も含めて尽

力される事を報告した。 

 

SAA委員会 三治委員長 安江副委員長 

例会運営も順調に推移して下期に入りましたが、皆様が楽

しんでいただける例会を今後も努めていくことを報告した。 

 

社会奉仕委員会 串田委員長 山内副委員長 

5/21～23春の家族会 震災復興支援の件、陸前高田RC

との合同例会、八木澤商店訪問など幾つかの協力で支援出

来る様準備して進めていること報告した。 

 

青少年奉仕委員会 杉本委員長 阿萬副委員長 

豊山町の新一年生に防犯ベル寄贈、被災地復興事業の東北

支援、2/11青少年育成のためのサッカー教室を開催し皆

様の参加御礼を報告した。 

 

職業奉仕委員会 入谷委員長 

会員ならびに外来者卓話を通じ、職業奉仕に努めている旨

報告した。 

 

国際奉仕委員会 竹尾委員長 柴田副委員長 

6/10～14 RI 国際大会がアトランタで開催となり参加

をお願いする旨報告した。 

 

会計 柴田パスト会長 上期適正に会計報告がされている

旨報告した 

 

 

会長 幹事 稲吉会長エレクト 松本副幹事 

来期にむけ、2/21 地区補助金セミナー、3/18PETS 研

修セミナー、4/13 2017米山奨学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝの研修な

ど次年度の準備をしている事、米山奨学生世話クラブ・カ

ウンセラーについては、串田パスト会長を推薦したところ

快く引き受けてもらえた事など、稲吉会長エレクトより報

告した。 

 

          議事録 松本雅人副幹事 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


