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●斉	 	 唱 
 
国歌「君が代」 
ロータリーソング「奉仕の理想」  
●四つのテスト唱和 
 
●本日のメニュー  
	 ひなまつり弁当	 大正館 
●本日のお客様 
 
	 碧南市心身障害児・者を守る会 会長	 小林明子様   
	 	 会 長 挨 拶  
 
	 本日はお雛様についてお話をしたいと思います。 
	 昭和天皇の即位式以降に、男雛と女雛の位置が代わったと言わ

れております。それ以前は、左上位で右が下位という形になって

おりまして、向かって右側が左上位となっておりました。その理

由は、京都御所が南に面しておりまして、その左側が東になり、

日が昇る方が上位と考えられておりました。お雛様も向かって右側が男雛で、向かって左側に

女雛が座っておりました。京都辺りだと現在でもそのような座り方をしているようです。 
	 明治維新に西洋の文化が入ってきて、西洋では右側が上位という考え方ですので、それを日

本でも取り入れました。明治天皇までは左側上位だったのですが、大正天皇の即位式で右側上

位になりまして、昭和天皇もそれを引き継がれました。その頃から関東で、向かって左に男雛

で、向かって右に女雛という形が定着したようです。 
	 また、最近脳科学が非常に発達しまして、いろんな事が分かってきました。右耳で聞くのと

左耳で聞くのと、どのような効果の違いがあるかを調べた人がいました。右耳で聞くと左の脳

が働き、積極的行動、肯定的行動になり、左耳で聞くと右脳が働き、消極的、否定的行動にな

るそうです。デートをする場合は、右耳で聞かせればオッケーがもらえるのではないか、と思
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※三週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  

います。個々で体験されてはいかがかなと思います。 

	 	 幹 事 報 告  
 
・	 例会変更は幹事報告書の通りでございます。	 

・	 ロータリーのレートでございますが、３月、８８円から９２円

まで上がっておりますので、よろしくお願い致します。	 

・	 本日第９回理事会を２０１号室にて開催しますので、役員、理

事の方はお願い致します。	 
 

	  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
 
＜ニコボックス委員会＞ 
山中	 寛三君 本日は小林明子さん、有難うございました。先回は勝手なおしゃべりして万

歳させて貰い、有難うございました。 
黒田	 昌司君 いい事がありました。 
石川	 春久君 第４０回市民駅伝大会、大変お世話になりました。ありがとうございました。 
石橋	 嘉彦君 先日、新美真司君、角谷信二君にお世話になりました。 
木村	 徳雄君 夜間例会並びに二次会、三次会と奥田さんはじめ参加された方、ありがとう

ございました。次の日から北海道トマムに行って真面目にスキーして楽しい

時間がとれました。あと少し頑張ります。 
山中	 寛紀君 本日の講師、小林明子先生を紹介させて頂きます。 
杉浦	 栄次君 ちょっとだけいい事がありました。 
菅原	 	 優君 この度は、ありがとうございました。 
 
＜親睦活動委員会＞ 
会員誕生日 
	 ２日	 杉浦	 保子君	 	 １５日	 小笠原良治君	 	 １６日	 黒田	 泰弘君	 

２０日	 平松	 	 太君	 	 ２２日	 粟津	 康之君	 	 ２４日	 菅原	 	 優君	 

	 

奥様誕生日	 

	 ３日	 寺尾	 正史君の奥様	 	 広美様	 	 	 ６日	 渡辺	 	 	 君の奥様	 

	 ９日	 西脇	 博正君の奥様	 	 京子様	 	 １０日	 犬塚	 敦統君の奥様	 	 清子様	 

	 総会員数 66名 (内出席免除者 10名の内出席者 8名)出席者 55名 

	 出席対象者	 55／63名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 87.30％ 

	 欠席者 11名(病欠者 1名) 	 	 前々回修正出席率	 100％ 

木村徳雄幹事 



小林明子様 

１０日	 吉武	 敏彦君の奥様	 美加子様	 	 １３日	 奥谷	 弘和君の奥様	 由紀子様	 

２４日	 小笠原良治君の奥様	 	 恵子様	 	 ２９日	 大竹	 密貴君の奥様	 	 弥生様	 

	 

結婚記念日	 

１６日	 長田	 和徳君・真由美様	 ２２年	 	 ２０日	 平岩	 辰之君・範江様	 	 ３０年	 

２７日	 加藤丈太郎君・美恵子様	 ５０年(金婚)	 	 

	 

入会記念日	 

	 ３日	 杉浦	 保子君、鈴木	 宏枝君	 	 ５日	 山中	 寛三君	 １１日	 石川	 春久君	 

１５日	 鈴木	 敏弘君、平岩統一郎君	 １８日	 鈴木	 並生君	 ２３日	 鈴木きよみ君	 

２５日	 菅原	 	 優君	   
	 ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 
「１０年間の活動をふり返って」  
碧南市心身障害児・者を守る会 会長	 小林明子様 
 
 
 
 
 
	 お話をさせて頂く機会を頂戴しまして、ありがとうございます。 
	 私は、碧南市心身障害児・者を守る会の会長を務めさせて頂いております。昭和４９年から

会がございますので、平成２６年には４５周年になります。本日は、私なりの意見を申し上げ

たいと思います。 
	 会費が月２００円で、地区の役員が集めます。各お宅にお伺いし、会費を集めます。私もお

宅をまわらせて頂いておりますが、鈴木哲朗先生が「君はいい事をしているね。これは君自身

のためになるよ。」と言って下さいました。最初に心に残った言葉でございます。少しでも世の

中のためになるなら、と思ってお引き受けした次第でございます。 
	 碧南市健康を守る会と混同されている方もおりますので、違いを説明したいと思います。三

師会と健康推進委員の代表者が一緒になって、碧南市の市民の健康を守る、という団体でござ

います。 
	 私どもは碧南市の心や体に障害のある方を支援していきましょう、という会でございます。

刈谷市で勉強された新美静江さんが、昭和４９年に会則を作成されました。手をつなぐ親の会、

しいのみ会、心身障害者協会の３団体の方を対象にして、出来る範囲の支援をする会でござい

ます。 
	 私達は８つの事業がございます。 
	 １つ目は、一日養育です。保育ではなく、養育という事をアピールしてやらせて頂いており

ます。対象児は８名ほどです。紙芝居を読んだり、月によってはかるたとりやお雛様などのイ






ベント行事も行います。 
	 ２つ目は、レクレーション大会です。参加者は３団体の皆様です。私たちボランティアだけ

ではおもてなしが出来ませんので、多方面の方々にお願いをして大会を盛り上げております。 
	 ３つ目は、ふれあい作業所へのお手伝いです。以前は行政の方とやっておりましたが、現在

は民間へ委託されましたので、連携の方法を変えてやっております。 
	 ４つ目は、一日研修です。自分たちの健康が大事だな、という事で大府の健康の森で自分た

ちが体力テストをしまして、自分たちの血となり肉となる講義を頂くようにしております。役

員間の共通認識という事でやっております。 
	 ５つ目は、８年ほど前からやらせて頂いている、にじの学園の分離保育のお手伝いです。上

の子の保育を真剣にやれるよう、下の子のお守役です。週２日程度、当番制を組んでやってお

ります。 
	 ６つ目は、小さなボランティア団体への援助という事で、つくしんぼさんという団体です。

年間で１２万円ほどの支援をさせて頂いておりましたが、会費を年間２,４００円から年間２,
０００円に減らした際に、８万円に下げさせて頂きました。会員の大幅な増加により２,４００
円ではお釣りが難しく、会費をなんとか下げたいという想いがありまして、会員数の増加に励

みました。私がバトンタッチした時は３００人ほどでしたが、現在では４００人を超えました。

「若返りを図ろう」というスローガンを掲げており、それも達成できたかなと感じております。

つくしんぼさんも自分たちが頑張って会費を集めよう、という動きがあり、援助を減らしても

クレームがなかった要因だと思います。 
	 ７つ目は、対象児への誕生日のプレゼントと卒業記念プレゼントです。 
	 ８つ目は、雪割草という冊子を作っており、市役所へ納めさせて頂いております。 
	 以上が主な事業内容でございます。 
	 またレジュメにも記載させて頂きましたが、私たちの良さをお伝えしたいと思います。 
・	 利害関係がない 
・	 心や気持ちで動いている集団 
・	 制約がない 
・	 上からの圧力がない 
・	 役割分担に無理がない 
	 私は１０年間、このグループの中で楽しくやらせて頂いており、人間的にも成長できたので

はないか、と思っております。人間味溢れる団体で活動させて頂いている事が、ありがたいと

感じております。 
 
 
 次回例会案内  

 
平成２５年３月２０日（水）は法定休日のため休会  
平成２５年３月２７日（水）  
卓話「夢を奏でるバタやんのギター」  会員  黒田泰弘君  


