■例会：火曜日 12：30

■例会場：関市本町 6-20 大垣共立銀行関支店 2F

■事務局：関市平和通 7-10-25 アメリア 2F

本日のプログラム 第 2569 回例会 2020 年 2 月 4 日（火）

「本年度の青年部」
関商工会議所 青年部 会長 宮部昌門様
前例会の記録・第 2568 回 1 月 28 日（火）12：30
「民生委員児童委員の活動について」
関市社会福祉協議会 会長 澤井基光様
◆「四つのテスト」斉唱
◆会長挨拶
今月は職業奉仕月間です。
自分の職業を通して世の中に
貢献する。私は常日頃行って
いる行動が自然と世の中の為
になっている事が一番理想な
のだと考えています。1 月のロ
ータリーの友の中に 2 人の方
の「私の職業奉仕の考え」とし
て掲載されています。その中
の一部を紹介します。
・
「あなたが他人からしても
らいたい事を先に他人にしてあげなさい」自分が
儲けることよりも他人が利益を得る事を優先す
る事によって後から利益が何倍にもなって還元
される。
・健全に事業を営む為には、あなたの事業
に関連する全ての人たち、すなわち、従業員、取
引業者、顧客、地域社会の人たちのおかげである
事を忘れてはなりません。あなたが得た利益をこ
れらの人々に適切に再分配する事が継続的な事
業の発展につながります。
・職業奉仕とは、ロータ
リアンではない他の人々と“分かち合う”こと、
すなわち彼らとロータリーの理想を“分かち合う”
ことである。このように私が共感できるお話が載
っていました。又、クラブとして職業奉仕活動も
行っている所も多くあります。その中で学校など
に出向いて生徒向けの出前講座を行っているク
ラブもありますが、あるクラブでは教育委員会主
催の「新任教師研修会」に会員が講師として話を
している。などロータリーが求められていること
が多くあります。先日、静岡のある場所で鳥居が
崩壊しそうで危険だ！というニュースがありま
した。近くの神社の持物でもなく誰のかが分から
ないそうです。僕はこんな時は異業種の団体でも
あるロータリーが行動を起こせばすぐに解決す

る。とその時は思ったのですが現実は持主が分か
らないという結果が出ないと手が付けられない
という事だそうです。この様に困っていることが
もしかしたら身近にあるのかも知れません。そん
な時は是非私たちのクラブが率先してその時の
ニーズに応えるべき行動を起こしていきたいと
思いました。
◆委員会報告
◎出席委員会
委員
粟倉晋吾
会員 50 名中 出席 30 名 出席率 62.50％
◎ニコボックス委員会 委員長 塚原清文
会長・副会長・幹事の皆さん・・・本日は関市社会
福祉協議会 会長 澤井基光様 ようこそ関ロ
ータリークラブへおいで下さいました。児童委員
さんたちの活動のお話どうぞよろしくお願いい
たします。
加藤（浩）、林（昇）、長尾、髙井、西田、加藤（照）
後藤、塚原、粟倉の皆さん・・・本日は関ロータリー
クラブの卓話を快くお引き受けいただきありが
とうございます。ロータリークラブはボランティ
ア団体なので、民生委員さんの活動や社会福祉協
議会の活動を参考にまた、協力などできたらと思
います。よろしくお願いします。
杉浦孝志さん・・・澤井基光様、関ロータリークラ
ブへようこそ。本日はよろしくお願いします。
本田昇司さん・・・本日も例会食ありがとうござ
いました。心を込めて作りましたのでご賞味くだ
さい。
◆幹事報告
◎2 月の例会予定表配布
◎日本のロータリー100 周年記念バッジ配布
◆ロータリー財団表彰
マルチプル・ポールハリスフェロー(累計累計 3000 ドル)
堀部哲夫さん・東谷好司さん
マルチプル・ポールハリスフェロー(累計累計 2000 ドル)
後藤信介さん・加藤浩二さん
ポール・ハリスフェロー(寄付累計 1000 ドル)
山谷庸二さん

◆民生委員児童委員の活動について」
関市社会福祉協議会 会長 澤井基光様
はじめまして。わたし、
武芸川町の澤井基光と申
します。塚原さんより今回
福祉について話をしてく
ださいと依頼を受けまし
てまいりました。関ロータ
リークラブの皆様には、民
生委員活動に、また、関市
社会福祉協議会の諸事業
に深いご理解とご協力い
ただいておりますことに厚くお礼申し上げます。さ
て、民生委員児童委員の活動ついてお話しさせてい
ただきます。私、民生委員児童委員を委嘱されまし
たのは、平成 7 年、あの阪神淡路大震災があった年、
今から 25 年前になります。以後 25 年間武芸川町谷
口地域の民生委員児童委員として活動しておりま
す。民生委員児童委員は、民生委員児童委員法にも
とづき運営されています。全国民生委員児童委員連
合会 岐阜県民生委員児童委員協議会・関市民生委
員児童委員協議会そして、単位民生委員児童委員協
議会と全国組織として運営されています。民生委員
児童委員は、特別職の地方公務員として位置づけら
れ、厚生労働大臣から委嘱された、無報酬のボラン
ティアとして、それぞれに担当地区をもち、地域の
あらゆる人たちに寄り添い、地域の良き隣人として、
気軽に相談を受け、必要に応じて関係機関に繋ぎ、
一緒になってそれぞれの問題の解決に向け支援を
し、何気ない見守りをしています。皆さんの地域に
も担当民生委員がいます。この機会にぜひ自分の地
域の民生委員は、誰なのか確認していただければと
思います。民生委員児童委員は、全国に 23 万人、
岐阜県には 4,519 人内主任児童委員が 504 人おり
ます。そして私達関市では、民生委員児童委員 201
名。そのうち 28 名が主任児童委員として活動して
います。その民生委員は、単位民生委員児童委員協
議会に所属し、会長・副会長を中心に連絡を取り合
いながら、協力し合い地域の実情に合わせていろい
ろとその地域に合った活動をしております。それで
は、少し私の武芸川町での民生委員活動を紹介しま
す。◎定例会（毎月第 3 木曜日）全民生委員児童委
員・主任児童委員◎地域ケア会議（毎月第 4 木曜日）
包括支援センターを中心に地域の医療機関（平岡医
院）
・行政・保健センター・警察・民生委員正副会
長・初期秀通チーム・社協にて開催 ◎子どもネッ
トワーク会議（3 ヶ月毎に開催）地域の子供（幼児
～中学生）を対象に、関係機関（幼稚園・保育園・
小中学校校長・親子教室（発達支援センター）保健
センターにて開催 ◎安全で安心なまちづ＜り協
議会（毎年 6 月第 3 木曜日に開催）武芸川民生委員
児童委員協議会と地域事業所（新聞店・牛乳・ヤク
ルト販売店・地域の小売業者等 11 事業所）関係団
体（自治会・老人クラブ・交通安全等 11 団体）関
係機関（武芸川事務所・社協・小中学校等 11 機関）
が参加開催◎ニコニコだよりの配布（毎月初旬ひと

り暮らし高齢者宅を訪問） 月の初めに民生委員が
ひとり暮らし高齢者（現在 70 歳以上のひとり暮ら
し高齢者は、141 人）の安否確認を含め訪問をして
います。この訪問を通していろいろな支援に繋がっ
ています。◎70 歳の集う（毎年 6 月第 1 木曜に開
催）町内のその年 70 歳になられる高齢者の方に同
窓会気分でお集まりいただき、高齢者に対する講
話・そして、ピアノまたソリストによる生演奏をお
聞きいただき、軽い体操をし、1 日楽しく過ごして
いただく事業を開催◎春、秋防火週間 春と秋の防
火週間に、各担当地域のひとり暮らし高齢者宅を、
消防署・保健センター・駐在所と訪問し、防火又健
康・防犯についてお話し、訪問している◎託児、ふ
れあい相談（毎月乳幼児健診に託児として参加）毎
月行われる保健センターの乳幼児健診に託児とし
て参加し、来所するお母さん方に声をかけ、民生委
員児童委員のチラシを配布し、相談にのっている。
◎赤ちゃん訪問 毎月その月に満 1 歳の誕生日を
迎える赤ちゃんのお宅を担当民生委員・主任児童委
員で訪問し、家庭の状態・赤ちゃんの様子をうかが
っています。◎多世代交流型憩いの場「てらっこ」
（毎週月曜日に開催）就園前のお子さんとお母さん
また老人福祉センターを訪れる高齢者の方々との
ふれあいの場として開催◎せき西親子教室（児童発
達支援センター）の託児 障害のあるお子さんとの
ふれあい託児を行っています お母さん研修会又
イベントに参加し託児を行い障がい児との交流を
図っています。◎むげ川子ども食堂（毎月第 4 水曜
日に開催）武芸川地区の小学生を対象（40 名）に、
民生委員ボランティアとしてまた武芸川中学校生
徒（生徒会執行部）も参加し小学生の学習支援をし
ています。◎学校訪問（毎月訪問）毎月主任児童委
員による学校訪問をしています。学校での様子を校
長、教頭との面談を行い、地域で出来ること等地域
と学校とのつなぎをしています。◎保育園、小中学
校との情報交換会（年に一回）毎年民生委員児童委
員が全員で学校を訪問し、事業参観し、学校との情
報交換を行っています。生徒児童の個別名相談も兼
ねて行い、地域とのつなぎを行っています。以上の
ような活動を行っています。これは武芸川地区単位
児協の活動です。関市には 14 の単位児協があり、
それぞれの地域にあった活動をしていると思いま
す。ぜひ、そんな様子を皆さんの地域で気に留めて
いただければと思います。私たち民生委員は、専門
職でもなく、地域の一住民で、それぞれの地域で福
祉のけん引役としてチョットした相談にのったり、
専門職に繋いだり、一緒になって喜び、涙し、地域
の良き隣人として活動しています。今後とも民生児
童委員活動にご理解とご協力をお願いいたします。
本日はありがとうございました。
次例会のご案内
2 月 18 日（火）12：30
「～キセキを未来へ～ 副市長に就任して」
関市 副市長 山下清司様
担当：パスト会長

