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本日のプログラム

司会 蓮野 美廣君

・点 鐘 名畑 豊君

・ROTARY SONG 「四つのテスト」

・今月の歌 「おお牧場は緑」

・ビジター紹介 名畑 豊君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 名畑 豊君

・卓 話 春日井市長 伊藤 太氏

・幹事報告 志水ひろみ君

・点 鐘 名畑 豊君

今月の歌

おお牧場は緑

おお牧場はみどり 草の海 風が吹く

おお牧場はみどり よく茂ったものだホイ

雪がとけて川となって 山を下り谷を走る

野を横ぎり畑うるおし 呼びかけるよわたしに

先週の記録

会長挨拶 会長 名畑 豊君

３月４日、午後４時半から１時間、春日丘高校

ＩＡＣ（インターアクトクラブ）例会に峠新世代

委員長の都合が悪いのでその代わりに参加しまし

た。会場は春日丘高校の生物室で例会が行なわれ

ました。春日丘ＩＡＣは、３ロータリーがサポー

トするＩＡＣです。春日井ロータリー、名古屋空

港ロータリー、名古屋城北ロータリーがサポート

ロータリーになっています。それぞれのロータリ

ークラブの新世代委員会が、順番で担当すること

になっています。今年は春日井ロータリーが担当

２０１３年３月２２日（金）第２１３１回（３月第４例会）

になっています。

ロータリーは４つの大きな奉仕委員会がありま

す。クラブ奉仕、職業奉仕、国際奉仕、社会奉仕

の委員会です。現在ではほとんどのロータリーが

5 大奉仕を唱えています。追加になったのは２０

１０年からです。名称は新世代奉仕です。

ロータリーの新世代奉仕は下記のように定義さ

れています。

「新世代」とは、ロータリー家族の最も若い世代の人々

を指し、その多くは、青少年や若者を対象としたロータ

リーのプログラム（インターアクト、ローターアクト、青少

年指導者養成プログラム［RYLA］、青少年交換）の参

加者たちです。さらに、ロータリー・クラブや地区の活

動に参加している奉仕志向の若者たちも含まれます。

新世代奉仕では、クラブの職業奉仕、社会奉仕、国際

奉仕プロジェクトにおける青少年や若者の参加を促進

し、こうした世代の支援を目的としたプログラムやリソー

スをクラブが積極的に提供していくことが重要です。

（インターネットから）

次年度から、春日井ロータリーにおいても、新世代奉

仕が加わり5大奉仕になります。それに伴い、次年度の

理事会では、役員から他の4大奉仕に倣って理事にな

ります。

春日丘インターアクトクラブは愛知県の中で、一番多

い会員数です。3年生が卒業のために、退部したので

すが、35人います。4月から新1年生が入部すると、50

名以上のクラブ会員になるでしょう。やはり、愛知県で

は1番の会員数になるでしょう。なぜ、春日丘高校では、

インターアクトクラブ活動が活発なのか担当の岡本先

生に聞きました。

「春日丘は特進クラス（名称、啓明クラス）があります。

インターアクトクラブのメンバーはほとんどが啓明クラ

スの生徒です。啓明クラスは、優秀なクラスで、特進



クラス創設以来、15人以上の生徒が東京大学に入学

しています。今年も、東大、京大の合格者を出すと思

います。啓明クラスの生徒は、勉強が忙しくて（授業

が毎日、5 時ごろまであります。）クラブ活動をする余

裕がありません。インターアクトクラブの活動は、土曜

日、日曜日です。生徒たちは、何かをしたい気持ち

がいっぱいです。インターアクトクラブの活動は奉仕

です。この奉仕活動が、生徒たちの心を刺激してい

るのではないでしょうか。主な、活動内容は、愛知コロ

ニーの介護の経験、養護学校への訪問、老人ホーム

への慰問などです。」

この説明の後で、岡本先生の一言。

「3ロータリーから、活動資金の援助をいただいていま

す。とてもありがたいと思っています。でもどうしても会

員数が多いので、資金が不足しています。生徒たち

の交通費すら負担することができません。生徒たちは

自費で奉仕活動をしているのが現状です。」

今年の3ロータリーからの支援金額の総額は、30万

円です。昨年、追加で、3ロータリーから10万円の追加

を致しました。また、それぞれのロータリーへ、岡本先

生が例会に参加していただき、ニコボックスで集まっ

た金額を活動費の補填としています。春日井ロータリ

ーはニコボックスの金額を2回、本年度は支援しました。

次年度からは、3ロータリーで資金の見直しをする予

定です。春日丘インターアクトクラブと3ロータリークラ

ブの連携が今後良好になると思います。

さて、例会の内容の話をします。今回の例会は学習

会でした。来賓として、3ロータリークラブの会員が呼

ばれました。今回の例会は卓話でした。卓話のテーマ

は「社会福祉を垣間見る」でした。講師は、辻村優香

さん。愛知県立大学教育福祉学部・社会福祉学科を

この3月卒業した方です。彼女は、春日丘中学校、高

等学校の卒業生です。もちろん春日丘インターアクト

クラブのＯＧです。この4月から名古屋第一赤十字病

院の勤務が決まっているとのことです。卓話の内容も

そうですが、堂々と卓話をする彼女の態度にも感心し

ました。彼女の卓話のテーマは彼女の卒業論文の発

表でした。

障害者には、身体障害者（身体障害者福祉法）、知

的障害者（知的障害者福祉法）、精神障害者（精神保

健福祉法）、発達障害者（発達障害者支援法）に区分

されています。括弧の中の法律は、それぞれの障害

者に対応する法律の名称です。それ以外にすべてに

関連する、児童福祉法があります。それぞれの障害者

に対する、説明がありました。詳しいことはあまりにも

専門的ですので省略します。

私は生徒たちの、この卓話を聞く態度を観察してい

ました。（女生徒が８０％くらいでした。）みな、真剣に、

生徒たちの先輩の話を聞いていました。むだ話をする

生徒は1時間近い卓話の間にはいませんでした。イン

ターアクトの活動をもっと、ロータリーの会員が理解す

る必要があるとつくづく思いました。利害に関係のな

い、生徒たちの気持ちを感じることができました。

例会の方法、運営もロータリーの運営とほぼ同じで

す。ロータリー旗と同じインターアクト旗があります。

卓話台もロータリーと同じです。スピーチ、講演では

なく、卓話という言葉を使っています。卓話台の上に

は、鐘があり、例会の開始と終了は点鐘です。私は

満足して、例会場を後にしました。

幹事報告 幹事 志水ひろみ君

第６回持ち回り理事役員会報告 日時２０１３

年３月１５日(金)

審議事項

第１号議案：ガールスカウト 3 団 活動支援金、

拠出の件 承認

報告事項

1：「2013 学年度 新規米山奨学生オリエンテー

ション」への出席出席者 名畑 豊会長

日時 平成 25 年 5 月 9 日（木）14:00 から

場所 ホテルキャッスルプラザ

2：2012-2013 年度国際ロータリー2760 地区 ESD

協賛事業「企業に期待される生物多様性」セミナ

ーへの出席 出席者 峠テル子委員長

日時 平成 25 年 4 月 9 日（水）13:00 から

場所 衣浦グランドホテル

3：東日本大震災チャリティコンサート２０１３

の案内

日時 平成 25 年 5 月 9 日（木）18:30 から

場所 日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

◎例会変更のお知らせ

羽 島 ４月２日 (火) ３月３１日(日) １７：００

ＲＣ 家族会の為 ヒルトンホテル

名古屋千種 ４月２日 (火) ４月２日 (火)

ＲＣ 合同例会の為 ウェストンナゴヤキャッスル

名古屋千種 ４月９日 (火) ４月９日 (火)

ＲＣ 家族会の為 静岡

名 古 屋 東 ４月１日 (月) ４月２日 (火)

ＲＣ 合同例会の為 ウェストンナゴヤキャッスル

岡 崎 南 ４月２日 (火) ３月３１日(日) １２：３０

ＲＣ 会場都合の為 上地自動車学校

名 古 屋 北 ３月２９日 (金) ３月２８日(木) １７：３０

ＲＣ ＩＤＭの為グランコート名古屋

名古屋守山 ３月２７日 (水) ３月２７日(水)

ＲＣ 夜間例会の為 未定

◎例会変更の案内

○津島ＲＣ ３月２９日（金）は休会

○名古屋東ＲＣ ３月２５日（月）は休会



独居世帯の増加などによって、住宅火災による死

傷者が増加したことから義務付けられたものです。

春日井市の住宅用火災警報器の設置率は、平成 23

年のアンケートの結果、必要な場所全部が、66.7％、

一部に設置が 25.7％となっており、必要な場所全

部に、100%の設置をめざしています。（寝室・階段・

台所）

先ほど昨年は、建物火災が９件減少といいまし

たが、住宅用火災警報器が普及してきたことが、

減少した一因であると考えております。

社会福祉協議会が行っている支援制度の活用や、

販売店が行う取り付けなどを、活用していただく

など、早期に 100％設置をめざし、町内会等が行

う消防訓練等の機会を通じて PR をしています。

話しは変わりますが、

春日井市は 昭和 18年６月１日に誕生し、今年は

市政 70 周年記念の年で、４月１日から来年３月

31 日まで、市民の皆さまの「絆」や「つながり」

を深める記念事業を実施する予定でありますので、

春日井ロータリークラブの皆様のご協力もお願い

いたします。

たくさんのお願いをしてしまいました。

我々消防職員一同、30万９千人余の市民の皆様が

安全で安心して暮らせるまち“春日井市”を目指

し、もてる力を遺憾なく発揮してまいりたいと思

いますので、今後もご支援を、よろしくお願いし

ます。

つたない話しで、お聞き苦しいところもあったと

思いますが、ご参会の皆様方のますますのご発展

とご活躍を祈念し、終わりとさせていただきます。

本日は、ありがとうございました。

（消防署員 表彰）

（消防署員 表彰）

（消防署員表彰 3 名）

（副消防長 落合義之氏 卓話）


