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■会報委員	 鈴木泰博・奥津順司・杉浦栄次	 

 
●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  
	 和風弁当	 大正館 
 
●本日のビジター  
	 碧南市社会福祉協議会	 事務局長	 杉浦達也様 
   
	 	 会 長 挨 拶  
 
	 二週間ぶりの例会ですが、皆様はいかがお過ごしだったでし

ょうか。４月２６日には碧南ロータリークラブの緑化事業の寄

付に対して碧南市より感謝状を頂いてまいりましたので、ご報

告致します。	 

	 創立以来、先輩諸兄から連綿と続く緑化への取り組みが今後

も続いていく事を期待しております。若葉の緑色が一層色濃くなりました。暦では、一昨日

は立夏との事でした。いよいよ夏になりました。クールビズで参ります。	 

	 	 幹 事 報 告  
 
	 本日は本年度分と次年度分をご報告させて頂きます。	 

・	 今週の例会変更はございません。その他事項は幹事報告書の

通りでございますので、よろしくお願い致します。	 

・	 名古屋北ロータリークラブより、フォト俳句の開催のご案内
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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。  

が届いております。ご興味のある方は、詳細を事務局までお願い致します。	 

・	 本日例会終了後、本年度の第１１回理事会を開催致します。役員・理事の方はお集り頂き

ますよう、よろしくお願い致します。	 
	 

	 副 幹 事 報 告  
 
	 次年度幹事伊藤でございます。本日、２点皆様にご案内させ

て頂きます。	 

・	 次年度第２回クラブ協議会を、５月２１日の午後１時半よ

り開催致しますので、次年度理事、役員、委員長の皆様は

よろしくお願い致します。	 

・	 第２回次年度理事会にてご承認頂きました事業計画表を、皆様のメールボックスに配布さ

せて頂きました。安城の七夕祭りの関係で、どうしても７月にガバナー訪問を代わって頂

きたいという要請が安城ロータリークラブさんよりありまして、７月２３日にガバナー公

式訪問がございます。それに伴いまして、７月１６日がガバナー補佐訪問になります。例

年と大幅に変わってきますので、ご理解頂きたいと思います。ガバナーの、全てのクラブ

を周るという方針に伴いまして、例年１１月開催の地区大会が来年の２月になります。そ

れに伴い、I.Mも４月になります。そちらもご承知を頂きたいと思います。	 
・	 次年度役員・理事の編成表もメールボックスに入れさせて頂きました。ミスプリントがご

ざいまして、親睦活動委員会に伊出さんと渡辺さんが２回出ております。２人分働いて頂

きたいという事ではございませんので、よろしくお願い致します。	 

 

	  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
 
＜ニコボックス委員会＞ 
長田	 豊治君 １０年間務めた、棚尾商店街会長を無事に退任する事が出来ました。皆様

のご支援に感謝致します。 
平岩統一郎君 「赤い羽根共同募金」今年も宜しくお願いします。 
石川	 春久君 ご当地ソング「矢作川」発売以来、２週連続ベストテン入り、今週も好調

です。加藤良邦さん、新美宗和さん、大変ありがとうございました。 
鶴田	 光久君 地区協議会報告を林様にしていただきました。ありがとうございます。 
新美	 雅浩君 昨日、平岩統一郎さんに大変お世話になりました。素敵な一日を過ごさせ 

	 総会員数 69名 (内出席免除者 9名の内出席者 9名)出席者 64名 

	 出席対象者	 64／68名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 94.12％ 

	 欠席者 5名(病欠者 1名) 	 	 前々回修正出席率	 98.46％ 

伊藤正幸副幹事 



黒田	 泰弘君 て頂きました。 
新美	 雅浩君 新美真司様、粟津康之様、鈴木健三様、黒田泰弘様、鈴木きよみ様、岡本

耕也様、岡本彰人様、伊藤正幸様、清水俊行様、渡辺様にお世話になりま

した。ありがとうございました。 
 
＜親睦活動委員会＞ 
会員誕生日 
	 ５日	 杉浦	 秀延君	 	 	 ６日	 池田	 弘孝君	 	 	 ８日	 榊原	 	 健君	 	 	 

	 ９日	 新美	 宗和君	 	 １１日	 鈴木	 並生君	 	 １８日	 新美	 真司君	 	 	 

１９日	 山中	 寛三君	 	 １９日	 長田	 昌昇君	 	 ２０日	 鈴木きよみ君	 	 	 

２２日	 永坂	 誠司君	 	 ２２日	 渡辺	 	 	 君	 	 ２５日	 平松	 則行君	 	 	 

３０日	 吉武	 敏彦君	 	 ３０日	 岡本	 耕也君	 

	 

奥様誕生日	 

	 ６日	 鈴木	 宏枝君のご主人様	 閑様	 	 	 ７日	 加藤𠀋太郎君の奥様	 美恵子様	 

１３日	 加藤	 良邦君の奥様	 	 妙子様	 	 １７日	 奥津	 順司君の奥様	 美恵子様	 

２１日	 服部	 弘史君の奥様	 	 真澄様	 	 ２２日	 伊藤	 正幸君の奥様	 	 亮子様	 

	 

結婚記念日	 

	 １日	 新美	 惣英君・直美様	 	 ２６年	 	 	 	 ３日	 角谷	 信二君・晴美様	 	 ２６年	 

	 ４日	 服部	 弘史君・真澄様	 	 １８年	 	 	 	 ５日	 長田	 豊治君・妙子様	 	 ４０年	 

	 ５日	 竹中	 	 誠君・みのり様	 ３５年	 	 	 	 ６日	 加藤	 良邦君・妙子様	 	 ４４年	 

	 ９日	 山中	 寛三君・美智子様	 ６７年	 	 	 １１日	 永坂	 誠司君・るみ様	 	 １８年	 

１４日	 清澤	 聡之君・トキ様	 	 ２７年	 	 	 １５日	 鈴木	 泰博君・恵子様	 	 ２６年	 

１７日	 伊藤	 正幸君・亮子様	 	 ２７年	 	 	 １７日	 黒田	 泰弘君・真美子様	 ２２年	 

２４日	 中根	 佑治君・澄恵様	 	 ４４年	 	 	 ２７日	 岡本	 彰人君・佳美様	 	 １４年	 

２９日	 清水	 俊行君・友自子様	 ２６年	 

	 

	 ９日	 吉武	 敏彦君	 

 

	 ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 
「共同募金について」  
碧南市社会福祉協議会	 事務局長	 杉浦達也様 
 
	 ご紹介頂きました、社会福祉協議会の事務局長をさせて頂い

ております、杉浦達也と申します。日頃からロータリーの皆様に

は本当にお世話になっております。感謝を申し上げたいと思います。いつもありがとうござ

います。 

杉浦達也様 



	 本日は共同募金のお話という事で、お話をさせて頂きます。社会福祉協議会と共同募金は、

車の両輪できました。共同募金の事務局も社会福祉協議会にございますし、共同募金のお金

を使わせて頂いて、色んな福祉活動に使用させて頂いております。日頃から、皆様方を中心

とした世帯の方に協力頂きまして、共同募金の運動を進めております。今年度もございます

ので、その節はよろしくお願い致します。 
	 まず、私は市役所の職員でありまして、社会福祉協議会の職員であります。私が市役所に

入りましたのは、昭和４９年の４月でございます。最初に福祉課に配属されました。生活保

護のケースワーカーを５年間しておりました。ちょうどその頃、福祉元年といわれておりま

した。 
	 ５年ほどして社会福祉協議会へ移動になりまして、仕事の見直し等をしておりました。当

時、神社等の遊具の管理を社会福祉協議会がやっておりました。当時、市内で１３ヶ所ほど

管理をしておりました。遊具を設置するのに、どうも赤い羽根共同募金のお金を使っていた

のではないかと思われます。数年前に、市の方へ遊具の管理をお願いし、現在では市が管理

しております。 
	 共同募金の歴史を資料に記載させて頂きました。人々が共に生きていこうという助け合い

の心に支えられて、人々の幸せを願って、共に歩んできました。第１回は１９４７年でした。

昭和２２年でございます。碧南市が昭和２３年ですので、一つ年上になります。 
	 当時は戦後の混乱期で、児童保護、福祉施設の整備を中心に取り組まれておりました。戦

後の復興という事で、この運動が大きな成果を果たしてきました。 
	 昭和２６年に社会福祉事業法が制定され、その時に共同募金が制度化されました。 
	 平成１２年には共同募金が地域福祉の推進という位置づけをされました。 
	 共同募金の仕組みですが、ただ募金して下さい、という集め方をしておりません。共同募

金は使い道を決めてから、募ります。毎年事業の目標額を決めて募集をさせて頂いておりま

す。計画募金といいます。目的を決める事で、市民の方の理解を得やすくしているという事

でございます。以前は一世帯あたり５００円程度と封筒に記載しておりましたが、募金に金

額を決めるのは如何な物かという事で、現在では金額は記載しておりません。 
	 本日のタイトルにもございます通り、「自分のまちを良くする仕組み」が共同募金の最近の

スローガンでございます。 
	 本日、共同募金のチラシを配布させて頂きました。これは昨年の物で、A３でございます。
表裏に県と市の情報が載っております。今年から A４になりまして、情報は少なくなります
が、見やすくはなりますのでよろしくお願い致します。 
	 チラシの碧南市の方を見て頂きますと、平成２４年度の情報ですが、１,１００万円を集め
させて頂きました。全額、愛知県の共同募金委員会へ送ります。それぞれの市の実績に応じ

まして、約９割碧南市へ返ってきます。社会福祉協議会へ、共同募金の実績に応じた活動費

という事で返ってきます。残りの１割りは、県内の施設へ助成金として下りてきます。基本

的にはこのような形で使われております。 
	 また、NHKなどでも歳末助け合いをやられますが、そのお金も一旦県へいき、各施設へ希
望に応じていきます。碧南市へは、９９０万弱がきました。何に使っているかは、表の通り



でございます。 
	 資料内に、乳酸菌飲料宅配サービスがございます。これは、７５歳以上の一人暮らしの方

に週３回以上宅配をして頂きまして、一人暮らしの安否確認も含めまして行っております。

また、色々な社会福祉設備等へも使わせて頂いております。今年も１０月からスタート致し

ますので、ロータリーの皆様にもご協力頂きたいと思っております。 
 
 
 
 
 
 次回例会案内	 

	 
平成２６年５月２１日（水）  
卓話	 「海洋療法タラソテラピー」	 宮地正典氏  


