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【 本日のプログラム 】 5月24日 卓話 「RIと地区の一年を振り返る」 後藤 定毅 パストガバナー
【 次回予告 】 5月31日 卓話 「法話」 舘盛 道明 パスト会長
【 第1619例会 】 平成24年5月17日（木） 【 司会SAA 】 鈴木 洋子 君 【 斉唱 】 「我らの生業」
【 ソングリーダー 】 高橋 清 君 【ゲスト】 幟川 泰夫 様(大和市福祉協議会常務理事)
【ビジター】 見上 周太 様(綾瀬RC)、小林 貢 様（大和田園RC）

らです。欠席をすると、クラプの会員の多様性と各
会員の仲間意識という価値が奪われると考えら
皆さんこんにちは！

れるからです。

先週の創立記念日の例会は夜間にも関わらず、

出席自体はロータリーの目的ではありませんが、

多数のご出席ありがとうございました。予告した

毎週仲間と会うことで、奉仕する気持ちを持ち続

のですが、残念ながら出席率100％はかないませ

ける大事な手段になっています。

んでしたので、本日は例会の出席についてお話し

ベテラン会員が「出席」にこだわるのはこのよう

ます。

な深い意味があるからですが、ＲＩの方向性は残念

クラブ活性化のためには、会員が毎週の例会

ながら、出席についても緩和に向かっているそうで

に出席することが重要と言われていますが、例会

す。

への出席を強調することは1922年の出来事に遡

出席について、私が入会した時から何度も言わ

ります。

れてきたことは「例会出席やメークアップは義務で

この年、ＲＩでは全世界で出席競争を行い、それ

はなく、ロータリアンにとっての権利である」という

がキッカケで世界中の幾千のクラブがその年に10

ことです。会長の役目ですからあえて申し上げま

0％の出席率を達成しました。その後も 多くのロー

すが、新会員の皆さんは働き盛りであるし、職業に

タリアンがホームクラブ100％の記録を維持して、ま

よっては出席が難しいことは重々承知しています

たメークアップにより修正出席率100％が望ましい

が、できるだけホームクラブの出席を心がけてくだ

水準であるとする「習慣」ができたそうです。

さい。無理であればメークアップへの努力をお願

なぜロータリーが例会出席を強調しているかと

いいたします。

いうと、会員はその職業の分野を代表しているか

メークアップのために他クラブを訪問すると、きっ

修正
39名
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北島、小栁、長野

と新しい発見があります。もし、地方や外国のクラ

お祝いの方々

ブに出席することがあれば、そこには私たちと違

親睦活動委員会

岸 幸博

委員長

うロータリーの世界があるかもしれません。そこで
大和中ＲＣの良さがきっとわかります

①本日例会終了後、第11回理事・役員会を開催

会員誕生日

中島 康次郎 君

5月22日

結婚記念日

舘盛 道明 君

5月18日

番 桂柳 君

5月21日

藤塚 勝明 君

5月17日

北島 照介 君

5月22日

富澤 克司 君

5月23日

創業記念日

いたしますので、宜しくお願いします。。

雑誌委員会

中島

康次郎 委員長

今月は横組みの5Pからの 「職業奉仕を語る」、
RI指定記事の37Ｐからの”GLOBAL OUTLOOK”
ロータリアンのための水と衛生入門」等、必読の
記事が多いです。
その中で36Pの、この雑誌の二神典子編集長
の”ＲＩ戦略計画”が解り易く書かれてい たので、
一部を読ませて頂きます。
『ＲＩ戦略計画についでご紹介しますと、ロータリー
の本質は「地域の人々の生活を改善したいという
情熱を社会に役立つ活動に注いでいる、献身的な
人々の世界的ネットワーク」となっています。また、

『社会福祉協議会の事業』

ロータリーの使命は「私たちは、他者に奉仕し、高

大和市社会福祉協議会 高橋 政勝 会長

潔性を推進し、事業と専門職務および地域社会

幟川 泰夫 常務理事

のリーダーの間の親睦を通じて世界理解、親善、
平和を推進す る」とされています。それらを実践す

本日は大和市社会福祉

るための「優先項目」には、「クラブのサポートと強

協議会のお話をする機会を

化」「人道的奉仕の重点化と増加」「公共イメージ

与えて頂きまして大変有難

と認知度の向上」の3つ が挙げられています。 後

う ございます。 日頃からご

に「奉仕」「親睦」「多様性」「高潔性「リーダーシッ

協力とご支援を賜り、 感謝

プ」の5つ の説明がされています。』

申し上げます。

是非お読みいただきたいと存じます。
次年度委員会

入江

本日は私が前半を、後半は常務理事の幟川が
務めます。

公敏 副幹事

①次年度理事役員委員長会議を本日18時半より

社会福祉協議会(社協)は社会福祉法の中で全

北京飯店にて開催いたします。

国の市町村に設置しなさいと法律で定められてい

②次年度クラブ計画書の提出期限は5/24です。

ます。従って全国の市町村には必ずあります。

期限厳守でお願い申し上げます。

社協の役割は、「地域福祉の推進」を目的とし
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た社会福祉人格をもつ民間の組織であります(地

平成24年度予算総括表

域住民との協働だけでなく行政とも表裏一体で
推進するという点で完全な民間ではなく、公共性
の高い団体です)。そして、誰もが安心して生活す
る事が出来る「福祉のまちづくり」の実現を目指
す団体です。
○大和市社会福祉協議会の基本理念
ノーマライゼーション理念の実現をめざして

注）上記金額には、当期末支払資金残高（平成25

住民ひとりひとりの参加を基本に

年度への繰越見込）は含まれておりません。

共に支え合う福祉のまちづくりを
わたしたちがめざすものは

○平成24年度 事業計画

どんな障害や問題をかかえていようとも

『 住民ひとりひとりの 参

ひとりの人間として豊かに暮らしていける

加を基本に 共に支えあう

権利が保障され

福祉の まちづくり』 を基本

ひとりひとりの個性や生き方が

理念に 、 社会福祉法人大

大切にされるような

和市社会福祉協議会では、

いきいきとした地域社会をつくりあげて

地区社会福祉協議会やボ

いくことです

ランティア等住民の主体的

そしてその取り組みは

な活動に対する支援のほか、子どもから高齢者、

さまざまに生まれる暮らしの問題を

障がいをかかえる方への各種相談サービスの提

ともに悩み 学びあい かかわりあう

供に積極的に取り組んできています。

主体的な活動づくりがあってこそ

このような中で平成24年度は、第５次大和市社

実現できていくものと考えます

協地域福祉活動計画策定に向け、市行政の地域

わたしたちは

福祉計画との連携を図りながら検討を進めます。

地域に暮らすすべての人間の願いを大切に

また、広報啓発活動の 充実を通して市民の皆

ただひとりの例外もなく 将来に向かって

様に市社協を理解していただくとともに、大和市

人間らしく住み続けることが

自治会連絡協議会の協力を得て、市社協会員加

可能となるまちづくりを

入者の増加に努めます。特に特別会員募集にあ

ともにすすめてまいります

たっては大和商工会議所等の協力を得ながら取
り組んでいきます。

○大和市社会福祉協議会の予算概要

そして、東日本大震災を教訓として防災資機材

－平成24年度－

を計画的に整備するとともに、災害時における災

社協の事業は、 市民からの会費、共同募金の

害救助ボランティアセンターの立ち上げを想定し、

配分金、善意の寄託金及び市・県の補助金並び

運営スタッフの養成を行い、災害時のボランティ

に委託料、介護保険事業や自立支援事業の介護

ア活動やボランティア調整が円滑に行われるよう

報酬や利用料収入等で賄われています。

基盤整備を行っていきます。さらに、社会福祉協議
会の新たな役割として求められている高齢者や障
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がいをかかえる方の権利擁護の一環として、成年

ても、実情を正確に把握しているとは限りません。

後見制度の取り組みについて研究して行きます。

本日は幟川常務理事のお話をお聞きして、社協が

まごころ地域福祉センターについては、 指定管

豊富な経験とノウハウをお持ちであることが理解

理者としての受任期間の最終年となるため、平成

できました。

25年度からの継続指定に向けて、これまで行って

大和中ＲＣでも今後の奉仕活動でご協力させて

きた事業等の評価及び課題の調整を行います。

いただく機会があるとのことでしたのでご期待く
ださい。本日はお忙しい中、卓話にお出で頂きあり

＜石川 健次

がとうございました。

会長 謝辞＞

ロータリーは奉仕する者の集まりであると言われ
ていますが、当クラブの会員である高橋政勝さん

★内容は下記からダウンロードできます。

が社会福祉協議会の会長であることは大変誇ら

files.me.com/nakajima22/9iqg4g.mp3

しいことであります。
高橋会長のお話にもありましたが、社協の活動
内容はあまり周知されていないかもしれませんが、
それはロータリーについても同様の悩みがあります。
ロータリーが地域に密着した奉仕活動を計画し

スマイルボックス

上田 利久 副委員長

見上 周太 様(綾瀬RC)
本日はお世話になります。
小林 貢 君(大和田園RC)
大和田園RCの小林と申します。本日はお世話
になります。
石川 健次 会長・橋本 日吉 幹事
本日の卓話、社会福祉法人大和市社会福祉
協議会会長高橋政勝様、常務理事幟川泰夫様、
宜しくお願い致します。
高橋 政勝 君
今日は社会福祉協議会の卓話の機会を頂き
まして大変ありがとうございます。幟川常務理事
とも宜しくお願いします。
社会奉仕委員会 飯田 豊太 委員長
本日の卓話、宜しくお願いします。
横澤 創 君、入江 公敏 君
社会福祉協議会、常務理事幟川泰夫様、本日
は我がクラブの例会にご参加いただきありがと
うございます。次年度も、奉仕プロジェクトでお
世話になります。宜しくお願いします。
山崎 賢二 君、鈴木 洋子 君
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本日\20,000

累計\916,500

社会福祉協議会、幟川様、本日はわざわざお
いで頂きありがとうございます。宜しくお願い致
します。
高橋 清 君
市社協会長高橋政勝様、常務理事幟川泰夫
様、本日はお忙しいところ、市社協の事業の卓
話ありがとうございます。いつもお世話になりま
してありがとうございます。
富澤 克司 君
幟川様、本日は講演ありがとうございます。
梅田 秀雄 君
幟川泰夫様、ようこそおいで下さいました。本
日は宜しくお願い致します。
舘盛 道明 君
5月18日、結婚記念日すっかり忘れて居りまし
た。妻も忘れているかも。ありがとうございます。
中島 康次郎 君
①誕生日のお祝いありがとうございます。
②社協、幟川様、ようこそ。今日は宜しくお願い
します。また去る3月11日には大変お世話にな
りました。

