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ビジター ☆ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ犬山第 5･7 団 代表 境 正人様
☆ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ愛知県第 82 団 ﾘｰﾀﾞｰ 寺澤弘子様
☆犬山市体育協会 事務局長 岩田和之様
☆扶桑町ｽﾎﾟｰﾂ少年団 本部長 加藤逸夫様
幹事報告 髙橋 秀治幹事
１）下記クラブは例会変更です
クラブ名
例会日（曜）
場所（変更理由）
(ぎふｼﾞｭﾆｱﾎﾞｰﾄｸﾗﾌﾞ
可
茂
10 月 5 日(水)
支援活動(夜間))
10 月 7 日(火) (尾張旭市民祭協賛
尾 張 旭
→ 10 月 8 日(土)
苗木配布)
名古屋空港
10 月10 日(月) (法定休日)
あ
ま
10 月10 日(月) (法定休日)
出席報告（丹羽敬昇委員長）
出席率 87.04％
会員 61 名 出席 47 名 欠席 14 名
欠席者 赤井誠君 牧野武彦君 三浦和昌君
野村憲治君 大海敏道君 澤田禅君
安田一生君
前例会の修正(9/21(9/20 例会変更)分)
福冨孝弘君(9/13eCLUBONE)原正男君(9/23 美濃加茂
RC)稲垣圭次君(9/16 美濃加茂 RC)河田敏和君(9/8 地区
拡大委員会)紀藤政司君(9/15 名古屋瑞穂 RC)牧野武彦
君(9/21 可茂 RC)松平實胤君(9/21 名古屋ｱｲﾘｽ RC)松山
基邦君(9/8 地区拡大委員会)大海敏道君(9/8 江南 RC)
三浦和昌君(9/7eCLUBONE) 大薮雅章君(9/8 江南 RC)
大澤渡君(9/15eCLUBONE)澤田禅君(9/15 名古屋瑞穂
RC)山田直廣君(9/18eCLUBONE)鈴木一成君(9/22 地
区青少年ｻﾐｯﾄ)
以上 63.83％を 95.74％に修正
祝 福（福冨孝弘委員長）
おめでとうございます！！
会員誕生日
安達 英昭君
皆出席 20 年 吉田 洋 君
御夫人誕生日
安田一生君夫人

晴れ ☀ ）

ニコボックス（埴田惣一委員長）
本日の投函金額 43,000 円

会 長 挨 拶（田中進一郎会長）
本日のお客様の紹介をさせて頂きます。
ボーイスカウト犬山第 5 団･第 7 団代表 境正人さん、
ガールスカウト愛知県第 82 団リーダー 寺澤弘子さん、
犬山市スポーツ少年団 犬山市体育協会事務局長岩田
和之さん、扶桑町スポーツ少年団 本部長 加藤逸夫さ
ん、今日はようこそおいでくださいました。
今朝は朝早くから扶桑イオンにおきまして、シート
ベルト・チャイルドシート交通関所が設けられました。
谷定委員長を始めとして、犬山 RC 会員の多くの皆様
に参加していただきまして高い席からですがお礼申し
上げます。ありがとうございました。
私は 9 月 15 日に愛知県の警察本部長からの表彰を
受けにウィルあいちへ行き、頂いてまいりました。
これは多年に亘る本日の交通関所などの奉仕活動や、
昨年、松山社会奉仕委員長が商工振興祭で LED フラ
ッシュライトを会員の皆様と警察の交通課の方々の協
力のもと、お配りしたことを覚えているかと思います。
このような長年に亘る活動や協力があり、我々のよう
な団体で、表彰を受けることができたのは犬山ロータ
リークラブだけでしたので、とても嬉しい気持ちにな
って帰ってまいりました。これは、今までの諸先輩方
のおかげだと感謝しております。本当にありがとうご
ざいました。

今日勉強した事が一つだけあります。
愛知県は 13 年間連続交通死者ワースト１だそうで
す。今年も昨日までに 144 人の方がお亡くなりになり
ました。私が本日学んだ中で、家族に伝えようと思っ
た事があります。
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それは、運転席、助手席のシートベルトの着用は当
たり前になっておりますが、チャイルドシートの装着
率が 50％に満たないそうです。ここにいる皆様は、是
非ともお子さんお孫さんにチャイルドシートはしっか
り装着する、というご指導をして頂きたいと思いまし
た。そして後部座席のシートベルトというのは、街中
では着用しなくてもいいのですが、高速道路と自動車
専用道路では、義務付けられています。私も高速道路
では、ついついシートベルトを忘れがちです。
皆様も是非、高速道路、自動車専用道路を走る時は
後部座席の方にも、シートベルト着用のお話をして頂
ければ、幸いでございます。
これで、会長挨拶を終わります。

ＢＳ・ＧＳ・スポーツ少年団育成資金贈呈式
青少年奉仕委員会(鈴木一成委員長)

＊育成資金贈呈＊

ご 挨 拶
◇ボーイスカウト犬山第 5・7 団
代表 境 正人様

参加したスカウト諸君は、貴重な体験ができたので
はないかと思っております。
私達スカウト活動に関わる者は、これからもこの地
区の社会教育団体として、犬山・扶桑の少年、少女に
多様な体験をする機会を与えることにより、その成長
に貢献できる活動を展開していきたいと考えておりま
す。
ロータリークラブの皆様には、皆様の身近な方にス
カウト活動をご紹介いただき、多くの子供たちがスカ
ウト活動に参加していただけるよう、お力添えを賜り
ますようお願い申し上げ、簡単ではありますが、お礼
の言葉とさせていただきます。
本日は誠にありがとうございました。

◇ガールスカウト愛知県第 82 団
リーダー 寺澤 弘子様

ガールスカウト愛知県第 82 団の寺澤で御座います。
日頃はスカウト活動にご理解、ご協力いただき有難う
御座います。
犬山市内には現在愛知県第 51 団・82 団の 2 団がそ
れぞれ活動しています。51 団は発団 42 年、82 団は発
団 37 年目に入り、お互い友団として頑張っています。
少女の成長過程にあわせた活動をするために部門があ
ります。小学 1 年生から 3 年生までのブラウニー部門
は自分を表現する。小学 4 年生から 6 年生までのジュ
ニア部門は仲間と協力する。そして中学生シニア部門
は体験を通して自分を見いだす。高校生レンジャー部
門は責任ある立場で自分を生かす、等の育成目標をめ
ざし、月に 2 回から 3 回の集会やキャンプ、スキー研
修など宿泊を伴ったプログラム等、年間を通し計画実
行しています。8 月の台湾交流活動に 82 団は 7 名のス
カウトが参加し、また今年は昨年までのスカウトから
ヤングリーダーとなり活動を支援するサポートリーダ
ーとして活躍してくれ、文化の違う同世代の童子軍と
交流が出来た事は共に思い出に残る貴重な活動になっ
た事と思います。この様な活動にロータリークラブ様
よりご支援いただき、感謝申し上げます。私は今年で
リーダーとして 25 年目を迎え多くのスカウトとのふ
れ合い、体験を通して自分自身の成長につなげていき
たいと思い、今日まで務めてまいりました。また、指
導者一同今後も皆様からのご支援を励みに少女たちの
活動を支援して行きたいと思っています。ガールスカ
ウト愛知県第 51 団・82 団を代表致しまして、お礼の
ご挨拶とさせていただきます。
本日はありがとうございました！

ボーイスカウト犬山第 5 団 団委員長の境と申しま
す。只今は、犬山・扶桑地区のボーイスカウト犬山第
5 団及び犬山第 7 団に対し、育成資金を賜りありがと
うございました。
また、犬山ロータリークラブの会員の皆様には、日
頃からスカウト活動に対し、ご支援・ご協力をいただ
き、高い席からではありますが、お礼を申し上げたい
と存じます。
ボーイスカウト活動は、これからの社会を担う少年、
少女諸君がより良き社会人として成長することを期待
し、さまざまな体験を通じて自ら成長することを目的
として活動をしています。
8 月の台湾交流事業では、皆様の全面的なご支援を
いただき、大過なく交流を深めることができました。
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◇犬山市スポーツ少年団
犬山市体育協会 事務局長 岩田 和之様

私どもは、予想してなかったんですが、体育館に来
た人ではなく、わざわざ親子連れがキッズルームの遊
具を求めて遊びに来ているという現状があり、非常に
楽しんでもらっています。
日頃からロータリークラブ様にはスポーツ少年団の
為にご尽力いただきまして本当にありがとうございま
す。簡単ですがお礼の言葉とさせていただきます。
どうもありがとうございました。

◇扶桑町スポーツ少年団 本部長 加藤 逸夫様

こんにちは。特定非営利活動法人 犬山市体育協会
事務局長をやっております、岩田と申します。本日は、
本来ならば新しい犬山市スポーツ少年団の本部長とい
うことで、体育協会の副会長であります、横井耕市が
参るはずでしたが、急に群馬の方に出張という事で、
急遽、私が参りました。
本日は、犬山市スポーツ少年団の為に育成資金を頂
きましてありがとうございます。
犬山市スポーツ少年団は、このたび、体育協会に加
入をしました。今までは犬山市教育委員会という事で
役所の方に事務局を開いてやっておりましたが、加藤
会長の意向もあり、やはり子供はみんなで育てなけれ
ばいけない。大人から子供まで一緒になってスポーツ
をやらなければいけない。という意向がありましたの
で長年の経緯を持ちまして、スポーツ少年団を、本年
度から犬山市体育協会が、面倒をみることになりまし
た。
その中で、私が事務局長ということで体育協会とス
ポーツ少年団、両方を掛け持ちでやらせて頂いており
ます。
今度 10 月にご来賓としてお誘いしている、スポーツ
少年フェスティバルという、全団が集まって緑地公園
で子供達と一緒に競技をしますが、その準備も大変で
ございます。
そして、スポーツ少年団は、少年野球の木津ブライ
トが本年度、全国大会へ行きました。県大会で優勝し
て、東海大会でも、優勝しました。全国大会では２回
戦で負けてしまいましたが、すばらしい成績を残しま
した。
又、空手道が昨年度に引き続きまして、1，2 年生の
部門で 7～8 名全国へ行っております。中でも 3 位に
なった子供もおります。
これから、犬山市体育協会としまして、協会とスポ
ーツ少年団、協会の指導員がや子供達も一緒に手がけ
て、世界までとはいきませんが、全国で活躍できる選
手を育成しようという事で、ジュニアアスリート育成
事業をやっており、小中学生、スポーツ少年団を活気
あるものにしようという事で、頑張っておりますので、
ご協力の方よろしくお願いします。
それから、新しく出来ました犬山市体育館の中のキ
ッズルームに、犬山ロータリークラブ様からキッズル
ームに遊具を入れて頂きまして、本当にありがとうご
ざいます。

現在、扶桑町スポーツ少年団は「少年野球 3 団体」
「少年サッカー団体」今年新たにミニバスケットボー
ルチームが加盟され、計 5 団体 168 名にて活動してお
ります。
我が少年団の活動は、体力テスト 2 回／年、指導者
を対象にした救命講習会 1 回／年を実施しております。
又、町のスポーツ行事にはボランティア、競技者とし
ても、参加者としても町のスポーツ事業にも参加して
おります。
ここ数年、スポーツ少年が減少傾向にあり、「運動
する子」「運動しない子」と二極化しており、地域の
身近な子供にスポーツの楽しさ、素晴らしさや良さを
伝えるのも 1 つの義務かと。誰もが参加でき、行政･
学校等を連携した活動を視野に入れ、推進して参りま
す。
スポーツを通じて「明るい生活」「元気な街づくり」
を合言葉にして、今後も社会に貢献、活動してまいり
ます。
本日はありがとうございました。

その他委員会報告
◎国際奉仕委員会（大澤 渡委員長）
まず 55 周年草屯委員会より報告とお願いがありま
す。55 周年記念式典の翌日から草屯メンバー約 25～
26 名と、伊勢方面へ旅行へ参ります。
草屯のメンバーの都合によって、2 泊の方と 3 泊の
方がおられます。どちらでも結構ですので、1 人でも
多くの方にお付き合い頂けたらと思っております。
11 月 10 日～13 日草屯扶輪社へ表敬訪問をさせて頂
きます。例年の事でありますが、今回記念式典はあり
ませんが、表敬訪問ということで一人でも多くの方に
草屯へ行っていただきたく、ご協力の方よろしくお願
い致します。

◎社会奉仕委員会（谷定貴之委員長）
本日の秋の交通安全キャンペーン、シートベルト・
チャイルドシートの関所に多くの方に参加して頂き、
誠にありがとうございました。
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今日は非常に暑い気候で大変だったんですが、皆様
のおかげで無事終わる事が出来ました。
あと 2 回ございますので、次は涼しくなる頃ですの
で、是非より多くの皆様に参加していただきたいと思
います。
本日はどうもありがとうございました。

ご 報 告
☆秋の交通安全県民運動
9 月 27 日(火)午前 9 時 30 分より秋の交通安全県民
運動の一環として「シートベルト・チャイルドシート
全席着用関所」街頭啓発活動が、イオン扶桑店駐車場
にて実施され、13 名の方にご参加をいただきました。

参加された皆様、大変お疲れさまでございました

☆平成 28 年交通安全功労者等及び交通安全奉仕
顕賞表彰式
去る 9 月 15 日(木)午後 2 時よりウィンクあいちにお
いて平成 28 年交通安全功労者等及び交通安全奉仕顕
賞表彰式が行われ、犬山ロータリークラブが表彰され
ました。田中会長が出席し、表彰状をいただいてまい
りました。
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