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会長 田邊 雅彦 君
「奉仕の理想」
新年度事業計画発表
米山奨学生 張 申童さん
春日井ＲＣ 成瀬 浩康会長
大原 泰昭幹事
名古屋城北ＲＣ 竹内 淑江会長
小塚 美知子幹事
稲熊 正徳 SAA 副委員長

会長挨拶
名古屋空港ロータリークラブ会長 田邊 雅彦 君

会員の皆様、こんにちは。
本日は、会長就任２回目の例会となります。
先週・金曜日、春日井ロータリークラブ様の例会に川口幹
事とおじゃまさせていただきましたが、本日は春日井ロ
ータリークラブより成瀬浩康会長、大原泰昭幹事が、名古
屋城北ロータリークラブから竹内淑江会長、小塚美智子
幹事がおいでいただいております。
そして米山奨学生の張 申童さんもお越しいただき、にぎ
やかな例会になることと思いますので、楽しんでいただ
ければと思います。

さて、皆様は「時間銀行」という言葉を聞いたことがあり
ますでしょうか?
『一年の大切さを知るには、落第した学生に聞くと善い
でしょう。
一ヶ月の大切さを知るには、未熟児を生んだ母親に聞く
と善いでしょう。
一時間の大切さを知るには、待ち合わせをしている恋人
に聞くと善いでしょう。
一分の大切さを知るには、電車に乗り遅れた人に聞くと
善いでしょう。
一秒の大切さを知るには、たった今、事故を避けることが
出来た人に聞くと善いでしょう。
十分の一秒の大切さを知るには、オリンピックで銀メダ
ルに終わった人に聞くと善いでしょう。
』というものです。
だからこそ、その一瞬一瞬を大切にしましょう。
そして、あなたはその時を大切な誰かと過ごしているの
なら、十分に大事にしましょう。
その人は、あなたの時間を使うのに十分ふさわしい人で
しょうから。
そして、時間は誰も待ってくれないということを理解し
ましょう。
昨日は、もう過ぎ去ってしまいました。
明日は、まだ分からないのです。
今日は、与えられるものです。
だから、英語では、
”今(現在) ” をプレゼント(present)
と呼ぶのです。
本日は、多くのゲストの方々がおいでいただいておりま
す。
皆様にとって、今、こうした出会いや繋がりがプレゼント
となることを願って、挨拶に代えさせていただきます。本
日もよろしくお願い申し上げます。
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米山記念奨学金の授与

●出席報告 （内海 辰巳 副委員長）
本日の例会
会員数
47
出席率
82.61％
出
出席義務者 19 欠
出席義務者
8
席
出席免除者 19 席
出席免除者
1
者
出席者計
38 者
欠席者計
9
●ニコニコボックス報告（稲吉 將秀副委員長）
本日、宜しくお願い致します。
春日井ＲＣ 会長 成瀬 浩康 君
幹事 大原 泰昭 君
本日は宜しくお願い致します。
名古屋城北ＲＣ 会長 竹内 淑江 君
幹事 小塚美知子 君
春日井 RC 成瀬会長・大原幹事、
名古屋城北 RC 竹内会長・小塚幹事、そして張さん
ようこそおいでくださいました。楽しんで下さい。
田邊 雅彦 君
春日井 RC 会長・幹事、名古屋城北 RC 会長・幹事、お
越しいただきありがとうございます。
川口 直也 君
今日も元気で頑張ろう。
山田 幹雄 君
三治・内海・稲吉 PP の受付に感謝して。
武田 英昭 君
春日井 RC、城北 RC の会長・幹事、ようこそお越し下
さいました。ごゆっくりお過ごし下さい。
稲熊 正徳 君
春日井 RC・城北 RC 会長・幹事、ご苦労様です。
石川 良治 君
春日井 RC 及び城北 RC 会長・幹事をお迎えして。
串田 正克 君
春日井 RC・名古屋城北 RC、会長・幹事をお迎えし
て。
近藤 和彦 君
今日も元気で！
阿萬 裕子 君
大野 和宏 君
内海 辰巳 君
三治
明 君
鈴木 恵一 君
原田 好展 君
山北 秀和 君
市川
孝 君
安江 寛二 君

山内 佳紀
堀塲 竜司
高山 光雄
伊勢村道雄
波多野勝美
北園 守生
中島 俊朗
川瀬
公
入谷 宏典

君
君
君
君
君
君
君
君
君

伊藤 康司
中林 正人
前田 幹太
稲吉 將秀
波多野 真
早川 正倫
田中 秀典
金井 和治

米山奨学生 張 申童 さん

名古屋城北ＲＣ
会長 竹内 淑江 君
幹事 小塚美知子 君

春日井ＲＣ
会長 成瀬 浩康君
幹事 大原 泰昭君

君
君
君
君
君
君
君
君

御協力ありがとうございました。
本日の協力
本年度の協力累計

36 名

67,000 円
143,000 円
北園 守生 青少年奉仕委員長
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田邊 雅彦 会長

田中 秀典 職業奉仕委員長

早川 正倫 国際奉仕委員長

武田 英昭 R 財団・委員長

先週、本年度の地区補助金事業の予算が下りたことをご
報告申し上げました。
事業内容としては、西春日井郡・豊山町の保護司会と合
同で、また名古屋保護観察所の協力のもと講演会を中心
としたイベントを開催する予定です。詳細につきまして
は、後日改めてご報告申し上げますが、本日は、この保
護司会に関係する「社会を明るくする運動」について簡
単に説明させていただきたいと思います。
名古屋空港 RC が毎年この時期(７月)に豊山町で行って
いる「社会を明るくする運動」に参加していることは皆
様ご存じのことと思います。
また、このイベントには名古屋城北 RC の皆様もご参加
いただいております。
具体的には、豊山町役場において、町長を交え決起大会
を開催、その後エアポートウォークへ移動、商業施設に
来場される一般のお客様を対象にリーフレットやうち
わ、ティシュ、バンドエイドなどのグッズを配布してい
ます。
残念ながら、今年の開催は中止になりましたが、西春日
井保護区・豊山町の保護司会及び更生保護女性会が中心
となって行っているこうした啓蒙活動が「社会を明るく
運動」です。
ちなみに配布していた「うちわ」にはロータリークラブ
の名称を入れて提供しておりましたが、今年の保護司会
は今月末に学生を対象にした映画会を開催し、その時に
ロータリークラブの名称が入ったふせんが配布されま
す。
【社会を明るくする運動】(社明運動)
今年で第７１回を迎える「社会を明るくする運動」は、
法務省主唱による事業であり、全ての国民が、犯罪や非
行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深
め、更生保護を支えるそれぞれの立場の人たちを中心に
力を合わせ、犯罪や非行のない明るい地域社会を築こう
とする全国的な運動です。
この運動が目指す目標は２点あります。
1.
犯罪や非行を防止し、安全で安心して暮らすこ
とのできる明るい地域社会を築くこと
2.
犯罪や非行をした人が再び犯罪や非行をしない
ように、その立ち直りを支えること
愛知県内では，象徴的なイベントとして各地で街頭啓蒙
活動を開催しています。
すなわちエアポートウォークでの活動は、全国各地で開
催されている保護司会の啓蒙活動の一環なのです。また
毎年 7 月に開催されるのは、社名運動の強化月間という
だけのことであり、1 年を通して全国各地の保護司会
が、工夫をこらした様々な「社会を明るくする運動」を
開催しています。
ですので、空港 RC が来年 2 月開催予定の地区補助金事
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業も「社会を明るくする運動」として開催する予定で
す。
また、法務省が毎年開催しているイベントとして“社会
を明るくする運動”作文コンテストがあります。全国の
小中学校の生徒さんを対象にしたコンテストであり、昨
年の第 70 回社会を明るくする運動・作文コンテストで
は、全国の小中学生の皆さんから 150,725 点の応募が
ありました。
さて、社会を明るくする運動は、
「更生保護を支えるそ
れぞれの立場の人たちを中心に」と説明いたしました
が、その更生保護を支える人々には、このような団体が
あります。
・保護司 並びに 保護司組織
・更生保護女性会
・更生保護施設 及び 更生保護法人
・BBS 会
・協力雇用主(登録数 約 1,200 社)
※
保護司は，犯罪や非行をした人の立ち直りを地
域で支える民間のボランティアです。保護司法に基づ
き，法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされ
ていますが，給与は支給されません。
保護司は，民間人としての柔軟性と地域の実情に通じて
いるという特性をいかし，保護観察所の保護観察官と協
働して保護観察に当たるほか，犯罪や非行をした人が刑
事施設や少年院から社会復帰を果たしたとき，スムーズ
に社会生活を営めるよう，釈放後の住居や就業先などの
帰住環境の調整や相談を行っています。
保護司は，全国に約４万７,000 人、愛知県内の保護司
は約 2,200 人います。
ちなみに私自身、熱田保護区保護司会の一員であり、理
事を務めさせていただいております。すべての保護司会
を掌握しているわけではないので、正確にはわかりませ
んが、名古屋市内においては、まず区別に保護司会があ
ります。
さらに小学校区にブロック分けされており、それぞれの
小学校区に 3～5 名程度の保護司が在住しています。
私が所属する熱田保護司会では７ブロックの小学校区に
分かれ、現在３４名の保護司が在籍し、保護司会を運
営・活動しています。
先ほどの「社名運動・作文コンテスト」に関していえ
ば、毎年、夏休み明けに熱田区内の小中学生から集まっ
た作文を審査する仕事も担っております。
※更生保護女性会は、更生保護に協力するボランティア
団体です。
愛知県内には約 6,500 人の会員がいます。
会の趣旨に賛同し、網領に基づいて活動できる女性であ
れば、どなたでも自由に参加できます。特別な資格はい
りませんが、ボランティアとして、自主性、創造性が求
められます。
※ＢＢＳ（Big Brothers and Sisters Movement の
略）は，様々な問題を抱える少年と，兄や姉のような身

近な存在として接しながら，少年が自分自身で問題を解
決したり，健全に成長していくのを支援するとともに，
犯罪や非行のない地域社会の実現を目指す青年ボランテ
ィア団体で，全国で約５，０００人、愛知県内では 90
名の会員が参加しています。
最後に、小学館発行の『ビッグコミックオリジナル』に
「前科者」というマンガが連載されています。これは、
罪を犯した人たちの更生・社会復帰を目指して奮闘する
“保護司”の姿を描いた作品ですが、この秋にドラマ化
され、来年には劇場公開の映画として現在製作中です。
ちなみに主人公の保護司役は、有村架純さんが務めてい
ます。

日時：2021 年 7 月 12 日（月）13：30～
場所：名古屋マリオットアソシアホテル 17F「欅」
欠席：杉本敦永（公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員会 委員長）
照井通夫（SAA 委員会 委員長）
会長挨拶
第一回のクラブ協議会に出席いただきありがとうござい
ます。時間に限りがありますので各委員会の事業計画に
ついて手際よく報告願います。
議題
各委員会の上期の事業計画について
① 会員増強委員会 中島俊朗委員長
難しい時世ですが前向きに進めていきますので皆さんの
協力お願いします。
石川良治 会員増強副委員長
今年度は何人の入会目標を挙げているか。
田邊雅彦会長
2 名を目標としますが、できればグランドゼロである 4
名の入会ができれば幸いです。
石川良治副委員長
当クラブの職業分類では司法書士の方が一人も見えない
のでその方面を当たります。また、平均年齢も 65 歳を
超えているので若い方を中心に入会の推進を図ります。
原田好展 R 情報副委員長
昨年度の引継ぎとして活動報告あり。
入会 2 名、退会 4 名でした。
ニコボックス収入、目標 180 万円に対して目標をクリ
アしました。
今年度 SAA 委員会に過去 10 年間のデータを USB に
取り込み引継ぎしました。
社会奉仕事業として認知症サポーター養成講座を開催し
ました。
青少年奉仕事業としては年次大会を別会場にて開催しま
した。
国際奉仕事業としては例年行っているマカティの基金財
団への送金ができていないので、今年度まとめて送金し
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てください。
米山奨学生、張申童さんにはコロナの影響で参加の機会
が少なかった。
会計について事務局西村さんへ山内佳紀君が会計の指導
を行いました。
ロータリー情報としては最新の情報を提供していきま
す。
3 年未満の会員に対して年 1 回の親睦を兼ねた懇親会を
開きます。
波多野真退会防止副委員長
世情が落ち着いたら一度退会された方に再入会の勧めを
します。
② 公共イメージ向上委員会
欠席のため報告なし

⑧職業奉仕委員会 田中秀典委員長
クラブ計画書に基づき報告
⑨国際奉仕委員会 早川正倫委員長
マカティの基金財団への送金の件は了解しました。
現状を踏まえると今年度も海外での活動は難しいと思わ
れますが、メール、国際電話等で情報をつかみ交流を図
ります。
⑩R 財団・米山奨学委員会 武田英昭委員長
クラブ計画書に基づき報告
財団への寄付目標について目標をクリアする予定です。
ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰについては会長の協力をお願いします。
10 月に米山奨学生、張申童さんの卓話を予定してま
す。

③クラブ奉仕委員会 近藤和彦委員長
クラブ計画書に基づき報告
委員会間で協力し合って対応します。
稲吉将秀副委員長
通常、年 40 回の例会×5 万円のところコロナの関係を
考慮し 30 回開催として 150 万円を目標とします。

⑪会計 金井和治パスト会長
次年度に向け一般会計への計上の仕方の見直しを行いま
す。
会員増強、ロータリー活動、親睦、各委員会活動を活発
にしていただくために予算計上してあります。また、半
期において中間会計報告を行います。

④親睦活動委員会 伊藤康司委員長
例年通りの年末家族会、新年例会を開催するかどうかは
今年の 9 月頃の状況をみて判断します。
⑤SAA 委員会 稲熊正徳副委員長
今年度はなるべくオンライン、リモートを試験的に取り
入れながら基本的には通常の顔を合わせる楽しい例会を
志します。
大野和宏、前田幹太委員には例会の流れを理解してもら
うよう全員でやっていきます。
串田正克副委員長
6 月から 9 月のクールビズ期間においてバッジをどこに
どう付けるかの問題はあるがノージャケットでの参加を
検討してください。
田邊雅彦会長
会員増強については暮沼会員が今月の例会に見学者を連
れて見えますのでよろしくお願いします。また、本日の
例会も公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員会のメンバーが欠席のなか、
他の委員会の協力のもと写真撮影ができました。今後も
人数が限られているなか他委員会へのフォローをお願い
します。
⑥社会奉仕委員会 山北秀和委員長
クラブ計画書に基づき報告
上期 7 月 21 日に「社会を明るくする運動」の一環とし
て豊山町福祉課の方で小中学校生対象とした映画会を行
います。
⑦青少年奉仕委員会 北園守生委員長
春日井、城北クラブと連携し春日丘高等学校ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗ
ﾌﾞの活動を支援します。
8 月 2 日の例会には春日丘高等学校ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞの方を
招き活動報告の卓話を予定しています。

昨年来からの春日丘との関係、経緯について説明あり。
安江寛二副委員長
この委員会へは初めての配属となりますが一年間頑張り
ます。

⑫監査 鈴木恵一パスト会長
特に今回はありません。
田邊雅彦会長
的確な報告ありがとうございます。
金井和治パスト会長より後期の年会費の徴収を見越し、
例会時の食事代等の質問あり。
原田好展 R 情報副委員長より昨年度、当ホテルとの取り
決めについて説明あり。
金井和治パスト会長より会員全員に情報開示すべきであ
るという意見あり。
田邊雅彦会長より無駄のない形で例会を進めていくとの
回答あり。
⑬会長エレクト 山内佳紀会長エレクト
今年度の運営を参考にしながら次年度がんばりますので
ご指導、ご鞭撻お願いします。
⑭副幹事 入谷宏典副幹事
次年度を見据え今年度の田邊会長、川口幹事、山内会長
エレクトのフォローをします。
閉会
第 2 回クラブ協議会
日時：2021 年 8 月 16 日（月）13：30～
場所：名古屋マリオットアソシアホテル 17F「欅」
議事録 副幹事 入谷 宏典

5／5

