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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 
 
●本日のお弁当  
	 だい忠	 
 
●本日のお客様 
 
愛知県議会議員	 石井	 拓様	 

碧南市スポーツ少年団	 本部長	 伴野義雄様	 

碧南市スカウト育成連絡協議会	 碧南二団ベンチャー隊	 隊長	 井澤俊大様	 

	 米山記念奨学生	 マルティネス	 リベラ，リリアナ様 
   
	 	 会 長 挨 拶  
 
先週は移動例会ということで会員の皆様には衣浦グランド

ホテルに足を運んで頂き、ありがとうございました。 
8月が終わりまして、7月 1日から 2ヶ月経過致しました。 
7月の初めは毎週のように雨が降っており、天気の話ばかりし
ておりました。7月終わりになりましたら関東地方では記録的な
猛暑が続き、当地でも暑い日が続きました。お盆が過ぎまして 8 月末になりますと今度は台
風や集中豪雨などで全国各地に被害が出ました。当地でも最近は雨が続いており、天気が目

まぐるしく変わるということで今後の日本の夏がどのように変化していくのかと心配に思い

ます。2020年に東京オリンピックがございますけども、天候の方でも波乱が起きるのではな
いかと不安な気持ちでおります。 

第２７４６回例会 平成２７年９月２日(水) 

山中寛紀会長 

石井	 拓様 



	 先程、石井県議会議員様から鷲塚ジャガーズのご報告を頂きましたけれども、文書でロー

タリークラブ宛にお礼とご報告というお礼状を頂いております。初戦敗退ということで本当

に残念です。しかし、対戦相手が本大会の優勝チームでスコアが 1 対 0 であったとのことで
来年に向け期待が高まるばかりでございます。 
	 さて、今月は「基本的教育と識字率向上月間」となっております。 
	 昨日届きましたガバナー月信によれば、現在世界の人口は約 70億人といわれ、増加の一途
を辿っております。2010年の世界銀行の報告では世界的に著しく貧困な生活を送られている
方は約 12億人おり、1日 1ドル 25セント以下で暮らしているそうです。	 
	 もう 1 つは識字率の問題があるのですけども、世界にはアフリカと東南アジアを中心に非
識字者が約 12億人いるそうです。そのうち 64％が女性とのことです。 
	 世界のあちこちで、民族や宗教の違いなどから紛争が起こっていますが、基本的教育が乏

しい地区に紛争が起こりやすいということがあるようでございます。RIの思いもあると思い
ますが、非識字の女性をできるだけ基本的教育によって識字率を高め、そこから生まれてこ

られる子供たちを学校に通わせることが基本的教育を確立させることに繋がり、紛争のない

平和な社会につながるのではという文章が書いてありました。 
	 5年程前に私が国際奉仕委員長を仰せつかった時に地区のセミナーに行きました。その時に
「なぜ識字率を向上させなければいなけいか」というお話がありました。アフリカや東南ア

ジアを中心とした非識字の若い女性が、避妊方法を知らないのでエイズの蔓延に繋がってい

るという問題があることを説明されました。 
	 今回の記事を読んでみますと世界の平和といったことに置き換わっております。いつから

どのように変わってきたかは存じませんが、ここ数年の RI会長の思いが世界の平和というこ
とへ目が向いているように思われます。 
	 いずれにしましても、世界中のロータリアンの各地の職業奉仕の結集が世界平和に繋がっ

ていくことがあれば良いと願うばかりでございます。 
	 本日の例会もよろしくお願い致します。	 
	 

	 	 幹 事 報 告  
 
	 幹事報告させて頂きます。 
・	 例会変更等につきましては幹事報告書の通りでございます。 
・	 ガバナー事務所より第 2760 地区のガバナーナイトのご案
内ということで5月29日の日曜日に韓国のソウルのミレニ
アムヒルトンで開催されます。只今、参加者を募っておりま

すのでご登録よろしくお願い致します。因みにガバナーナイトは 15,000 円の登録料が掛
かりますが、別に国際大会に出入りする形をとりますと 310ドル掛かります。このガバナ
ーナイトは国際大会に登録しなくても参加ができます。是非ともご参加お待ちしておりま

す。 
・	 本日、地区大会にご出席される方のメールボックスの中に行き帰りの交通手段のご希望を

お尋ねしております。期限内にご回答頂ければと思います。 

新美雅浩幹事 



※六週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  

・	 次回はガバナー公式訪問ということです。衣浦グランドホテル様で開催致します。高浜

RCとの合同例会となりますのでお間違いの無いようにお願い致します。 
・	 9 月 16 日はインフォーマルミーティングということでセレモニーの後、懇親会を設営致
します。18時からの開催になりますのでお間違いの無いようにお願い致します。 

・	 本日の例会終了後に第 3回の理事会を 201号室で開催致します。役員、理事の皆様はご出
席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＞ 
山中	 寛紀君 鷲塚ジャガーズの皆さんのご健闘をたたえると共に、当市の若人の皆さん

の各分野での益々のご活躍を祈っています。	 リリアナさんお帰りなさい。 
竹中	 	 誠君 妻の誕生祝、ありがとうございます。 
加藤	 良邦君 ８月２７日、苅谷賢治さんに大変お世話になりました。 
長田	 豊治君 今月無事に誕生日を迎えます。来年もこの日が来ますよう「いい子」でい

ます。 
新美	 宗和君 新曲「七尾しぐれ」のキャンペーンで美人歌手の多岐川舞子が９月１２日

（土）に「にいみカラオケ」に来ます。ぜひ唄声を聞きに来て下さい。チ

ケット販売中です。 
清澤	 聡之君 スカウト育成会に助成賜り、ありがとうございます。 
角谷	 	 修君 ８月２８日・２９日、碧南青年会議所じゃがいもクラブ遠征にて総合優勝

させていただきました。皆様には大変お世話になりました。 
黒田	 泰弘君 バッチを忘れました。 
大竹	 密貴君 先日、加藤良邦様には、大変お世話になりました。どうもありがとうござ

いました。 
苅谷	 賢治君 加藤良邦様に大変お世話になりました。 
清水	 俊行君 誕生日祝、ありがとうございます。最近、目が辛くなってきましたが、元

気だけですので、頑張ります。 
渡部	 哲也君 気がつけば結婚２５年。振り返ると感謝することばかりです。記念品あり

がとうございます。 
 
 
 

	 総会員数 69名 (内出席免除者 18名の内出席者 14名)出席者 57名 

	 出席対象者	 57／65名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 87.69％ 

	 欠席者 12名(病欠者 0名) 	 	 前々回修正出席率	 100％ 



 
＜親睦活動委員会＞ 
会員誕生日 
	 ５日	 西脇	 博正君	 	 １２日	 長田	 豊治君	 	 １３日	 岡本	 明弘君	 

２７日	 清水	 俊行君	 	 ２８日	 寺尾	 正史君	 

	 

奥様誕生日	 

１５日	 長田	 和徳君の奥様	 真由美様	 	 ２１日	 竹中	 	 誠君の奥様	 みのり様	 

２６日	 森田	 雅也君の奥様	 千恵子様	 

	 

結婚記念日	 

１１日	 渡部	 哲也君・泰子様	 	 ２５年(銀婚)	 

２３日	 石橋	 嘉彦君・里美様	 	 ３３年	 	 ２４日	 黒田	 昌司君・みゑ子様	 ３６年	 

２６日	 山中	 寛紀君・恭子様	 	 ３３年	 	 ３０日	 鶴田	 光久君・美奈子様	 ３７年	 

 

	 ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 
「青少年活動の助成金贈呈及び活動報告」  
碧南市スポーツ少年団 本部長	 伴野義雄様 
 
皆様、こんにちは。只今、ご紹介頂きました碧南市スポーツ

少年団 本部長の伴野義雄と申します。日頃から皆様には、ご支
援、ご協力を頂きましてありがとうございます。本部長としてもう 4 年程になりますが、今
までは仕事の関係などで日程が合わなくて、私自身が報告をすることができず悔しい思いを

しておりました。本日はやっと来ることができましたので、ご挨拶をさせて頂きたいと思い

ます。 
スポーツ少年団は昔からロータリー皆様方から色んな面で支えられている団体でございま

す。 
私も昔からよく思うのは、スポーツは特に子供の心身にかなり影響が出ることだと思って

おりました。スポーツ少年団は「スポーツを通じ、ジュニアの心身の健全な育成をする」と

いう目的で日々活動しております。 
碧南市におきましては、現在団員が 1,332 人登録されております。多少の増減は致します
が、1,300 人前後で毎年活動を行っています。碧南市の小学 1 年生から 6 年生までの児童数
が約 4,300人おりまして、3割近くがスポーツ少年団に籍を置いている状況です。 
スポーツ少年団の種目が色々ありまして、去年バレーボールが参加してきました。現在、

空手、卓球、サッカー、剣道、野球、新体操、ソフトテニス、陸上、バスケットボール、バ

レーボールの 10 種目 31 団体、1,332 人の子供たちに教えています。それに携わる指導者は
約 100人おります。 
種目にもよりますが、毎週土曜日、日曜日しかなかなか練習できないというところもあり

まして、週 1回や 2回、月 1回や 2回の色んな形でありますけども、それを色んな面でスポ

伴野義雄様 



ーツ少年団として支えていって現在活動を行っております。 
大きく分けますと 4つの事業ということで毎年報告をさせて頂いております。 
指導者や役員の役員会等を 3ヶ月に 1回、4ヶ月に 1回ぐらいの頻度で計 7回、色んな連
絡事項の方法を行っています。 

1番のメインは指導者養成事業として、これから発達する子供たちにどういったことを教え
たら良いのかという知識を指導者に教える講習会を開催しております。昨年は 9 月にストレ
ッチ講習会を開催致しました。 
安全確保推進事業ということで AEDの使い方の講習会を 1月に開催致しました。 
子供たちが自分自身の数値を把握してもらうということで体力テストを 2 月に実施致しま
した。 
愛知県で行われる 100 人程度集まる指導者の講習会を碧南市スポーツ少年団が担当で無事
終了しております。 
先程、県議会議員の石井様から話がありましたけども、鷲塚ジャガーズが全国大会に出場

したということで今までこのような報告があまりありませんでした。これからスポーツ少年

団の子供に対しての指導がだんだん行き渡ってくるという思いがしております。 
私個人としては、大人たちが子供たちを見る目をしっかり持っていないと子供たちがうま

く大人になりきれないと思っております。特にスポーツを通じてただ勝っただけではなく、

負けた時の悔しさを心に刻んで頂いて大人に成長して頂ければと日々思っております。 
東京オリンピックも現在の小学 6 年生ぐらいだと視野に入ってくる時期かと思います。碧
南市からオリンピック選手が出るように小さい頃から地道な活動をスポーツ少年団として行

っていきたいと思います。 
それにはロータリーの皆様のお力が無くては実現できないと思っております。現在、子供

がスポーツ少年団として活動をしておりますけども、だんだんと心身共にたくましくなって

大人になり、ロータリーの皆様の仲間になれれば良いという気がしております。日頃からス

ポーツ少年団に対しては助成金も頂きまして厚く御礼申し上げます。 
私の簡単な活動報告とさせて頂きます。どうもありがとうございました。 

 
 
碧南市スカウト育成連絡協議会 
碧南二団ベンチャー隊 隊長	 井澤俊大様 
 
本日はお招き頂きまして、誠にありがとうございます。日本ボ

ーイスカウト 愛知連盟 碧南第二団ベンチャー隊 隊長の井澤
俊大と申します。どうぞよろしくお願い致します。 
	 スカウト運動に対し、日頃より多大なるご支援を頂きましたことを感謝申し上げます。あ

りがとうございます。 
	 ボーイスカウトというのは 1907年にイギリスのロバート・ベーデンパウエルが 21人の青
少年を連れて実験キャンプを行い、始まりました。現在では約 160の国と地域に 3,000万人

井澤俊大様 



ものたちが活動しており、スカウト運動が始まっております。 
今年の 7月 28日から 8月 8日までの 12日間に亘り、4年に 1度の国際大会の第 23回ワ
ールドスカウトジャンボリーが山口県のきらら浜にて開催されました。今回の大会参加者数

は 33,000人でそのうち日本人は約 6,000人の青少年が集まり、キャンプをしながら世界の仲
間と体験を共有しています。この碧海 5市より 37名が参加しており、碧南市では 5名が参加
しました。 
大会ではテレビの取材やライブコンサートなどがございました。また、皇太子殿下、内閣

総理大臣がお見えになり、お言葉を述べられました。交流会も多く行われ、イギリス、台湾、

フランス、カナダ、オーストリア、リシュテンシュタイン、アメリカの 7 カ国と各国の料理
を一緒に作り、食事をして交流を深めております。碧海 5 市の催しものとしてダンス披露を
しました。 
先日、碧南市の教育長へ表敬訪問させて頂きました。碧南市のボーイスカウト加盟員登録

者数はスカウト、指導者を合わせて 210名となっております。 
普段の活動はキャンプを基本としており、野外料理や自然の物でテーブルや食器棚などを

作ったりして活動しております。指導者は毎年のように震災で被害を受けた地域にボランテ

ィア活動に行っております。 
NASAのウェブサイトによりますと 1959年以降、NASAの宇宙飛行士に選ばれた約 3分
の 2 がボーイスカウト活動の経験者です。宇宙飛行士に限らず、ボーイスカウト経験者には
成功者が多いと言われております。 
スカウト運動の狙いは個々の特性を伸ばし、社会から必要とされるより良い社会人の育成

が目的です。奉仕を通じて社会への貢献ができるようにということです。 
ボーイスカウト活動が発展していけるよう、日々、指導者一同精進して参りますので皆様、

今後ともどうぞよろしくお願い致します。本日は誠にありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次回例会案内	 
	 

平成２７年９月１６日（水）	 碧南商工会議所  
１８：００～	 インフォーマルミーティング  


