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国歌「君が代」 
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 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 
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新入会員 松井和弘君 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松井和弘君 



 
会 長 挨 拶  

 
皆さん、こんにちは。昨日の台風の影響は皆さんの所ではど

うだったでしょうか。先程、岡本さんと話していたんですが、

大浜下区ではお宮さんの周りが停電になりまして、木が倒れる

のも気を付けなきゃいけないなと思っております。 
 私の趣味であるアマチュア無線の大阪の仲間のアンテナは、

昨日の暴風雨の為、全壊してしまったようで、皆さん今週末はアンテナタワーの立て直しで

お忙しいようであります。実はそれに関連してなんですが、先日の愛知県高校野球で名を馳

せた愛産大三河高校にアマチュア無線部というのがあるんですが、とても有名で、私として

は無線部の事の方が心配しております。 
 本日は 7 月の西日本大豪雨災害の岡山県の私の知っている限りの続報と、ライオンズクラ

ブの活動情報をほんの少しだけお話したいと思います。 
 先週の土曜日に長女の嫁ぎ先である岡山に行って参りました。嫁ぎ先のお父さんは私より 1
つ上になりますので、「岡山はもう災害の影響は全くないですね。」と軽く社交辞令を言った

ら、あちらのお父さんから「新幹線のグリーンで来て、駅周辺を歩くだけなら、岡山の災害

は何も感じないよ。」とかなりの嫌みを言われてしまい、横にいた娘に足を強く踏まれました。

確かに本物のボランティアさん達は今でも自分の仕事を続けながら、ライトバンやワゴン、

中には青春 18 きっぷで日本中を訪問しながら、毎週末に手伝いに来ているそうです。青春

18 きっぷといえば、毎年、京都の嵐電の桜のトンネルの写真撮影に行く時に現地でカメラの

場所取りを争う日本全国から来るてっちゃん達がこの切符をよく利用しているのしか知りま

せんでした。しかも、あちらのお父さんは私と同業で、地元のライオンズクラブに入ってい

るんですが、時間を見つけてはスコップと長靴を車に積んで、岡山県内の被災地のライオン

ズ仲間の応援に駆け付けているそうで、今は主に各家から出されたゴミや瓦礫の撤去が仕事

らしいです。皆さんの今回聞き知った岡山真備地区に限れば、今の問題はゴミや瓦礫の 終

の廃棄場所の確保のようでした。ここからボランティアの力よりも行政との結び付きが必要

になるようです。また、これは岡山のライオンズだけの事かもしれませんが、何か災害があ

った場合、他クラブに知り合いがいると、自発的に各自が協力的に出掛ける場合がほとんど

で、歴史のあるクラブではそれだけでも一人ひとりの出動が多いらしいです。これは我がロ

ータリークラブに参考になりました。 
 本日お越しのスポーツ少年団には、関心のあるロータリーメンバーも数多くいますので、

お客様の伴野様、片山様には、将来はスポーツ少年団から是非このロータリークラブに入会

していただけるよう、奉仕の精神あふれる人物を輩出していただけるように高い所からでは

ございますが、お願い申し上げます。もっと無理が言えるなら、伴野様、片山様には、市民

の皆さんへのロータリークラブの PR も歓迎致します。お二人への切なるお願いを私の挨拶

と代えさせていただきます。 
 本日の例会もよろしくお願い申し上げます。 
 
 

鈴木健三会長 



※十週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。 

  幹 事 報 告  
 
 幹事報告をさせて頂きます。 
・ 例会変更のお知らせはございません。 
・ ガバナー月信 9 月号掲載のお知らせが届いております。 
・ ガバナー事務所より、「エンド・ポリオ・ナイト」というこ

とで、ジュディ・オングさんをお招きしたチャリティーデ

ィナーが開催されます。日時は 10 月 27 日（土）18 時～20 時で、場所は名古屋東急ホテ

ル 3 階「ルネッサンス」で行われます。参加料としてお一人 10,000 円だそうです。定員

は 200 名で、お申し込み先着順となっております。参加希望の方は、申込みチラシがあり

ますので、事務局までお申し付けください。 
・ 刈谷、半田南クラブより 2018‐2019 年度クラブ事業計画書が届いております。 
・ 本日の例会終了後に第3回理事会が開催されますので、ご出席を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＞ 
角谷 信二君  ８月３１日、四日市カントリークラブで開催されました第４回じゃがいも

クラブで優勝しました。 
清澤 聡之君  スカウト育成連絡協議会に助成賜り、ありがとうございます。 
長田 和徳君  松井さんを紹介します。 
服部 弘史君  広報雑誌委員会です。今月はロータリーの友月間です。ロータリーの友の

購読をよろしくお願い致します。 
松井 和弘君  本日から、よろしくお願いします。 
 
＜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   ２５日 石川 鋼逸君 

 

 

 

 総会員数 72 名 (内出席免除者 19 名の内出席者 14 名) 出席者 60 名 

 出席対象者 60／67 名   出 席 率    89.55％ 

 欠席者 12 名(病欠者 0 名)   前々回修正出席率 100％ 

角谷 修幹事 



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 

 ２日 梶川 光宏君・久実子様 １７年  ２３日 石橋 嘉彦君・里美様  ３６年 

２４日 黒田 昌司君・みゑ子様 ３９年  ２６日 山中 寛紀君・恭子様  ３６年 

３０日 鶴田 光久君・美奈子様 ４０年  ３０日 杉浦 邦彦君・真理子様 １７年 

 

入会記念日 

５日 松井 和弘君 

 
 

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 
「青少年活動助成金の贈呈」 
碧南市スポーツ少年団 本部長 伴野義雄様 
 
 こんにちは。碧南市スポーツ少年団の本部長をしています伴

野義雄と言います。いつも皆さんにご協力、色々なご奉仕をい

ただきましてありがとうございます。昨年は伺えませんでしたが、今年は何とか時間を作っ

て参りました。 近は少子化が叫ばれていまして、色々な子供たちの数が少なくなっている

ということで、私たちのスポーツ少年団も各団に分かれて四苦八苦している状況です。 
 スポーツ少年団の関係の紹介をしていきたいと思いますので、お時間をください。まず、

団体の発足なんですけども、西三河支部大会の開催地となったことをきっかけに今から約 20
年前に創設されました。平成 13 年に組織を立て直して、現在の形式になりました。加盟状況

としましては、「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」の 9 種目と 30 単位団ということで、各地の小学校単位、中学校単位で分かれて

いまして、その 30 単位団で 1,330 名が加盟しています。市内の小中学校の大体 21%が碧南市

のスポーツ少年団の何らかの種目に入って活動をしているという状況です。 
 毎年なんですけども、やっていることが大きく分けて 4 つあります。 
 1 つ目は指導奨励費の補助事業としまして、各単位団の活動補助として資金面の援助を行っ

ています。 
 2 つ目は指導者養成事業としまして、指導者講習会を毎年開催しています。今年は「スポー

ツ障害の予防」をテーマにする予定です。昨年は「コーディネーショントレーニング」をテ

ーマに開催させていただきました。その結果、教える方の指導者に役に立ったのかなという

気がしています。もう 1 つが各資格取得や講習に参加する際の費用補助ということで行って

います。近頃は学校の指導者が少なくて、昔は子供たちの親御さんがコーチになって活動し

てきましたけども、当然、子供さんが大きくなると自分の子供がいなくなるので、親御さん

もコーチを辞めることになり、指導者がいなくなるということで、毎回毎回、子供の親をつ

伴野義雄様 



かまえては指導者ということでやっていました。そういったことが現実的に難しくなったの

で、指導者の育成という面を費用補助して、数多くの指導者の育成を今図っている状況であ

ります。 
 3 つ目は安全確保推進事業としまして、熱中症予防対策ということで行っているのですけど

も、毎年 3,000 円の商品券を各単位団に配って、それで何かを買ってもらうということにし

ていました。さすがに今年のような猛暑が毎年続くと思うと大変なので、猛暑日の運動方針

としていただくために WBGT 計というのを今年は購入して、対策を行っていくつもりです。 
 4 つ目は技術活動推進事業としまして、碧南市のスポーツ少年団に加入している人を集めて、

運動適正テストを年 1 回行っております。同時にレクリエーションスポーツ交流大会という

ことで、各単位団の交流を深める機会を設けてやっています。 
 もう 1 つは毎回ではないんですけども、西三河の各スポーツ少年団がありまして、スポー

ツ少年団西三河支部大会というのを開催しています。今年は安城のデンパークで、スタンプ

ラリーとニュースポーツということで開催されました。先日の土曜日に雨の中、全部で 300
名ほどの人数がデンパークに集まりました。雨が降ったり止んだりということで、スタンプ

ラリーをやりながらデンパークの敷地を全部使って、午前中だけですけども、そういったこ

とでやって参りました。 
 今年やった 1 番のものは、碧南市のスポーツ少年団の上の方の組織で、愛知県スポーツ少

年団がありまして、大元に日本スポーツ少年団というのがあります。第 45 回の日独スポーツ

少年団交流事業として、ドイツ団を毎年受け入れて、尚且つ、そのドイツ団を受け入れる市

がドイツに子供たちを行かせるという同時交流事業を行っています。たまたま今年は碧南が

当たりまして、7 月 30 日から 8 月 3 日までの 5 日間、ドイツのスポーツ少年団の 15 歳から

25歳の男女10名を受け入れて事業を行いました。1名ずつ各家庭にホームステイしてもらい、

スポーツ交流をするという企画で、なかなかホームステイ先に苦労しましたが、何とか 10 家

族が決まりました。中には全然言葉が喋れないけど、受け入れてくれる家族もありました。

ほとんどが小さい子供さんを持っている方でしたが、夫婦二人という所も見えまして、 後

の帰る時には、「かなり良い時間を過ごせた。」という感想をいただきました。 
スポーツ少年団は子供たちの成長と色々な面で基礎となる部分が多いと思います。会長が

挨拶で言って見えましたように、できるだけ体力と精神と根性を鍛えてもらって、将来的に

はロータリーへ入る仲間に一人でも多くなれば良いのかなという気がしています。これから

も色々な面で皆さんにご協力等お願いすることが多いと思いますので、どうかよろしくお願

い申し上げまして、簡単ではありますけども、活動内容の発表とさせていただきます。 
 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 
第１７回日本スカウトジャンボリー１８隊 副長 片山智文様 
 
 普段からロータリークラブ様よりボーイスカウト活動への

ご協力や助成、誠にありがとうございます。 
 今回、私は第 17 回日本スカウトジャンボリーというものに

参加させていただきました。8 月 4 日から 10 日までの 6 泊 7
日で石川県の珠洲市という所でキャンプをしました。参加人数はスカウトが約 11,000 人、大

会運営スタッフが約 2,000 人の合計約 13,000 人の規模で行われました。参加地域としては、

47 都道府県の他にアメリカやオーストラリア、香港、インド、ネパール、韓国、中国など、

主にアジア圏の国が参加し、18 隊は海外派遣のスカウトを受け入れ、中国からの 2 名のスカ

ウトと共に参加しました。 
プログラムとして、海の近くでのキャンプだったので、主に海のシーカヤックや魚釣りな

どがあり、他にも普段できないような大型の建築物、丸太登りやピローファイティングとい

うプログラムがありました。また、スカウト技能「火起こし・ロープ・手旗信号・コンパス」

の 4 つの種目での日本一を決めるプログラムがありました。愛知 18 隊はコンパスのプログラ

ムで日本一の記録だったのですが、色々な手違いがありまして、記録が無効になってしまい、

惜しくも日本一を逃してしまいました。 
 その他には交流会や大集会といって、スカウト全員が 1 つの場所に集まって、アーティス

トの方がステージを披露してくれて盛り上がりました。18 隊は西尾の地区と石川県の 2 つの

隊と交流会をしまして、スカウトは普段 1 つの場所でキャンプをすることが少ないので、や

っぱり交流で主に楽しんでいたと思います。焚き火での調理だったので、鉈やナイフで手を

切るという事故が心配されましたが、そういうのは特になく、多少の体調不良はありました

が、大きい病気や怪我もなく、無事に帰ってくることができました。 
 準備不足で申し訳ないですが、これでボーイスカウトの活動報告を終了させていただきま

す。 
 ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

片山智文様 

次回例会案内 
 

平成３０年９月１８日（火）１２：３０～ 衣浦グランドホテル 
ガバナー公式訪問（高浜ＲＣ合同） 
ガバナー 村井總一郎様、地区幹事 佐々木利政様 

平成３０年９月１９日（水）は、１８日の振替休会 


