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13：00

第3004回例会プログラム

15．本日のプログラム
卓話 「シニア世代のボランティア活動」

［当年度＝30回目；当月＝１週目］

講師

NPO 法人

刈谷おもちゃ病院

理事長（院長） 石川

2018年（平成30年）４月２日㈪

（紹介者
１．例

会………〈司会：プログラム委員会〉

12：28

１．チャイム

12：30

２．点

丹羽

16．謝

辞

17．点

鐘……〈会長〉

良雄 様

克誌 会員）

18．閉会宣言

鐘……〈会長〉

３．開会宣言

13：30

４．国歌斉唱

19．散

会

５．ロータリーソング斉唱……奉仕の理想
６．講師・ゲスト並びにビジター紹介
７．食
12：45

事

出

席

会員総数

92名

出席免除

24名

出席義務者＋免除者の内例会出席者

８．会長挨拶並びに会長報告

欠

９．お祝い
（誕生日祝・結婚記念日祝・入会記念日祝）

席

10名

出席率

83名

87.95％

前々回（３／12）の修正出席率 100％

10．幹事報告
11．出席報告

幹

12．委員会報告
13．ニコニコボックス報告
14．次週並びに次々週のプログラムの予告
（４／９）……
花見家族例会（親睦活動委員会）
９：00 ～ 15：30

事

報

告

１ ) ３月13日付で村上由洋会員、３月27日付で髙橋満
典会員、市川紀征会員、３月31日付で小野雄司会員
が退会されましたので、現在の会員数は92名となり
ました。
２ ) ４月１日よりロータリー財団のロータリーレート
は、104円になりました。

行先：岐阜公園と伊奈波神社しだれ桜の
見学
例会会場：岐阜「日本料理

ひら井」

（４／16）……
卓話 「SWANS ブランドとスポーツ
ビジネス」
講師

山本光学株式会社
代表取締役社長 山本 直之 様
（紹介者

嶋津

孝久 会員）

会長あいさつ

エイプリルフール

吉原

孝彦

本日は４月の第１月曜日というこ
とで、皆様の会社も新入社員を迎え、
新たな期での活動が始まったことと
思います。企業が存続していく上で
は人の新陳代謝も重要なことですが、
わが建設業界の中小零細業者には人
が来ず、大変難儀をしていますが、
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頑張っていきたいと思います。
さて、昨日はエイプリルフールでした。１年に一度、
堂々と嘘をついてよい日はいつ、何処で出来たのでしょ

４月度入会記念日…野村重彦、前田孝司、橋本恭典、
平野和一、毛受豊、太田宗一郎、今村順、伊藤節夫、
奥野櫻子、中林久美、關淳之、小澤陽一会員。

うか。起源は全くもって不明ということですが、説は複
数あるようです。一番有力なのが、その昔、ヨーロッパ
の新年は３月25日で４月１日まで春の祭を開催していた

古希のお祝い

が1564年にフランスのシャルル９世が１月１日を新年に
しました。それに怒った人々は４月１日を「嘘の新年」
としてバカ騒ぎをしました。シャルル９世は怒って、
「嘘
の新年」を祝った人々を逮捕し、処刑しました。フラン
ス国民はそれの抗議と事件を忘れない為にその後も毎年
４月１日を「嘘の新年」として祝うようになったのがエ
イプリルフールの始まりだと言われています。
日本に伝わったのは江戸時代で、
「不義理の日」と言
われていました。義理を欠いていた事を詫びる日だった
そうです。今の形になったのは大正時代からだそうです。
ルールも本来は無かったそうですが、現在では①嘘を
ついて良いのは午前中だけ②相手の損害や傷つく嘘は
NG ③騙されても、怒らず笑って許す、だそうです。こ
れは現在のフェイクニュースとの大きな違いですね。
中国では2016年に「エイプリルフールは中国の文化や

嶋津

孝久 会員

還暦のお祝い

核心的価値に合わない」から参加するなと呼びかけまし
たが、国民は「国営メディアは毎日が嘘情報」
「西洋諸
国にとって４月１日が過ぎれば終わりだが、中国では年
中エイプリルフール」など皮肉り、ニューヨークタイム
スは「2016年のベストジョーク」として報道しました。
今年のエイプリルフールでは、ミュージカル『リトル
マーメイド』が日本上演５周年を迎える今年、劇団四季
は新たな舞台、海中上演を決定！ 人魚伝説の元になっ
たジュゴンを主演に迎え、驚異の海中ミュージカル『リ
アルマーメイド』
をお届けします。
将棋に新ルール登場！
「綾鷹」の駒を指したときは、その後10分間二人とも将
棋を離れて、お菓子の交換をしながらお茶の時間です。
100年以上にわたり牛丼を提供してきた「吉野家」が４
月末で牛丼の販売を終了！ 新たに“鶏丼”を販売開始。
吉牛から吉鶏へ !! など、面白いものがたくさんありま
した。
昨今では
「フェイクニュース」
が大きな社会問題となっ
ており、エイプリルフールの必要性が減ってきているよ
うです。

お

祝

深谷

嘉英 会員

毛受

豊 会員

加藤

正則 会員

い

４月の会員の誕生日…嶋津孝久、山内得次、杉浦文雄、
加藤正則、深谷嘉英、毛受豊、奥野櫻子、關淳之、
玉川愛朗会員。
配偶者の誕生日…池田初枝（憲司）
、大音三恵子（祖瑛）、
神谷真由美（龍司）
、塚本眞知子（幸夫）
、橋本貴美（恭
典）
、
河内悦子（利夫）
、
加藤真由美（繁則）
、
菊地佳子（康
英）
、佐野三恵（彰彦）様。
結婚記念日…原田光二、岡本巧、室殿豊、嶋津孝久、
出口達也、横山昌幸、神谷強会員。
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や簡単工作でこの10年間で開催件数が300回、参加した

銀婚式のお祝い

子供の人数は、延べで12,000人の親子が楽しく思い出に
残るものづくり教室ができました。３点目の世代間交
流・啓発に関する事業では、地域や企業、小学校などと
連携して７団体との協働事業を開催し、多くの参加者か
ら喜ばれました。
４点目のボランティア・ドクター研修会は、10年間で
延べ35回開催して、スキルアップと医療ミスのないおも
ちゃ病院づくりに努めました。
このように法人化10年目の実績は、ボランティア・ド

横山

卓

昌幸 会員

クターや関係者のご支援とご協力で実り多い実績を重ね
ることができました。
この実績と反省に立って、次の10周年へ向けて初心を
忘れず、よりよい活動に向かってスタートをしてまいり
ます。

話

「シニア世代のボランティア活動」
NPO 法人 刈谷おもちゃ病院
理事長（院長） 石川 良雄 様
NPO 法人刈谷おもちゃ病院は設
立10周年を迎えました。
2007年７月に刈谷市交通児童遊園
内に刈谷おもちゃ病院を開設し、翌
年2008年４月には NPO 法人の認証
取得をすることができました。
その後、刈谷市の当局はじめ、刈
谷市民ボランティア活動センターに温かいご指導とご支
援をいただき、正会員のボランティア・ドクターの献身
的なご努力で刈谷おもちゃ病院の運営は順調に進めるこ
とができました。
NPO 法人として刈谷おもちゃ病院のこの10年間の活
動実績は、当初の目標以上に着実な成果と実績を作り上
げることができました。
設立総会で確認した刈谷おもちゃ病院の活動の４本柱
は、１点目は、おもちゃの修理を通して「ものを大切に
する心」を育む活動、２点目は、ものづくり教室を通し
て「ものづくりの楽しさや科学に対する興味」を高める
活動、３点目は、他団体との交流を通して協力と絆を高
める活動、４点目は、ボランティア・ドクターの研修会
を通して、医療ミスのない信頼されるおもちゃ病院を目
指す活動、以上４本柱を事業目標に掲げて、現在までボ
ランティア・ドクターの強い絆で努力してまいりました。
10年間の活動実績を振り返ってみますと、先ず１点目
のおもちゃ修理等に係る事業として、おもちゃ病院内で
の修理は、10,000件と非常に多くのおもちゃ修理ができ
好評でありました。修理完成したおもちゃを受け取る子
供さんの笑顔とありがとうの感謝の声が、わたくしたち
の原動力になっています。
また、保育園や幼稚園への出張修理も延べ4,000件と
たくさんのおもちゃや備品の修理をしました。２点目の
ものづくり教室に関する事業では、親子ものづくり教室
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