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☆★会長の時間 西山 祐三 会長 

2016年規定審議会において、定款、細則の改定が

行われ、当クラブにおいても定款、細則の見直しを

検討委員会の皆様方と２月から２回検討会を行いお

陰さまで原案が作成できました。先週木曜日に諮問

委員会の皆様方に諮問をいたし、ご意見を頂戴いた

しました。それを受けまして来月５月１１日の理事

会に議案を上程し承認いただければ、例会で皆様方

にご報告を申し上げご審議をお願い致したく考えて

おります。 

その様な事で、５月の第１例会は会長の時間が定款、

細則の審議になり、そして５月１８日のアミーゴで

の移動例会と続き、６月末までの会長の時間が数少

なくなってまいりました。しかしながら、つまらな

いシリーズを終わらせねばならない為、今日お時間

をいただきます。 

★富山県 面積 4247.61Km2 全国 33番目の広さ。 

平成 22年 1,093,247 人 27年 1,066,328 人 26,919

人減少。富山市 22 年 421,953 人 27 年 418,686 人

3,267人減少。県花 チューリップ、県木 立山杉、 

県鳥 ライチョウ。 

★石川県  面積 4186.09Kｍ2 全国 35番目の広さ。 

平成 22年 1,169,788 人 27年 1,154,008 人 15,780

人減少。金沢市 22 年 462,361 人 27 年 465,699 人

3,338人増加。  県花 クロユリ、県木 あて、県鳥 

イヌワシ 

★福井県  面積 4190.49Km2 全国 34番目の広さ。 

平成 22年 806,314人 27年 786,740人 19,574人減

少。福井市 22年 266,796人 27年 265,904人 892人

減少  県花 スイセン、県木 マツ、県鳥 ツグミ。 

★岐阜県  面積 10621.29Km2 全国 7番目の広さ。 

平成 22年 2,080,773 人 27年 2,031,903 人 48,870

人減少。岐阜市 22 年 413,136 人 27 年 406,735 人

6,401人減少。県花れんげ、県木イチイ、県鳥 雷鳥。 

★静岡県  面積 7777.43Km2 全国 13番目の広さ。 

平成 22年 3,765,007 人 27年 3,700,305 人 64,702

人減少。静岡市 22 年 716,197 人 27 年 704,989 人

11,208人減少。県花 つつじ、県木 もくせい、県鳥

さんこうちょう。 

★愛知県 面積 5172.90Km2 全国 27番目の広さ。 

平成 22年 7,410,719 人 27年 7,483,128 人 72,409

人増加。名古屋市 22年 2,263,894人 27年 2,295,638

人 31,744 人増加。県花 カキツバタ、県木 ナノキ、

県鳥 コノハズク。 

★三重県 面積 5774.41Km2 全国 25番目の広さ。 

平成 22年 1,854,724 人 27年 1,815,865 人 38,859

人減少。津市 22年 285,746人 27年 279,886人 5,860

人減少。県花 ハナショウブ、県木 神宮スギ、県鳥

シロチドリ。 

★滋賀県 面積 4017.38Km2 全国 38番目の広さ。 

平成22年1,410,777人27年 1,412,916人2,139人

増加。大津市 22年 337,634人 27年 340,973人 3,339

人増加。県花 石楠花、県木 紅葉、県鳥 かいつぶり。 

★京都府 面積 4612.19Km2 全国 31番目の広さ。 

平成 22年 2,636,092 人 27年 2,610,353 人 25,739

人減少。京都市 22 年 1,474,015 人 27年 1,475,183

人 1,168 人増加。府花 しだれ桜、府木 北山杉、    

府鳥 オオミズナギドリ。 

★大阪府 面積 1905.14Km2 全国 46番目の広さ。 

平成 22年 8,865,245 人 27年 8,839,469 人 25,776

人減少。大阪市 22 年 2,665,314 人 27年 2,691,185

人 25,871人増加。府花 うめ、府木 いちょう、府鳥 

もず。 

★兵庫県 面積 8400.93Km2 全国 12番目の広さ。 

平成 22年 5,588,133 人 27年 5,534,800 人 53,333

人減少。神戸市 22 年 1,544,200 人 27年 1,537,272

人 6,928 人減少。県花 ノジギク、県木 クスノキ、

県鳥 コウノトリ。 

★奈良県 面積 3690.94Km2 全国 40番目の広さ。 

平成 22年 1,400,728 人 27年 1,364,316 人 36,412

人減少。奈良市 22 年 366,591 人 27 年 360,310 人

6,281 人減少。県花 奈良八重桜、県木 すぎ、県鳥 

こまどり。 

★和歌山県 面積4724.71Km2 全国30番目の広さ。 

平成 22年 1,002,198人 27年 963,579人 38,619人

減少。和歌山市 22 年 370,364 人 27 年 364,154 人

6,210人減少  県花 ウメ、県木 ウバメガシ、県鳥

メジロ。       本日は以上でございます。 
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「民生委員制度創設百周年」  木下登会員 

大正６年に岡山県で誕生

した、「済世顧問制度」が始

まりで、翌年大阪で「方面委

員制度」が発足しました。戦

後昭和 21 年、民生委員令の

公布により、現在の民生委員

制度に至っています。時代の

変化の中、近年では、核家族化、少子高齢化、が

進行し、地域社会や核家族に関わる繋がりが希薄

化しています。そのような中で、住み慣れた地域

で安心して、生活し続けるためには、高齢者や障

がい者、子育て世代、生活困窮者等の支援が大切

となっているのが現状です。いま、全国的には、

住民と行政をつなぐ窓口としての役割を果たし

ている、民生・児童委員の、担い手不足が課題と

なっている中で、地域の実情を把握し、積極的に

担い手確保に、努めていくことが大切になってい

ます。民生・児童委員のなり手がいない。入間市

の民生・児童委員は全体で 252名です。入間市全

体の地区割としては、豊岡第一・豊岡第二・豊岡

第三・東金子・金子・宮寺二本木・藤沢第一・藤

沢第二・西武の９地区に分かれています。そして、

9 地区の民生・児童委員の地区活動の他に、専門

部会が７部会あります。生活福祉部会・児童福祉

部会・障がい福祉部会・高齢者福祉部会・地域福

祉部会・広報部会・主任児童委員部会の７部会あ

ります。現在の民生・児童委員は厚生労働大臣と

埼玉県知事より一期３年の委嘱を受けます。位置

付けとしては、非常勤の準公務員、として民生委

員法に基づいた活動しています。職務は①住民の

生活状態を必要に応じ把握する。②援助を必要と

する者が、自立した日常生活を営むように、相談

に応じ、自立の助言援助を行う。③援助を必要と

する者に、福祉サービスの必要な情報を提供する。

④社会福祉を目的とする事業活動に、密接に連携

し、事業活動を支援する。⑤社会福祉法に定める、

福祉事務所や機関と連携し、関係行政機関の業務

に協力する。その他各小中学校の学校の情報交換、

卒業式、入学式、運動会等行事の参加自治会では

防災訓練、敬老会、運動会、文化祭等行事に参加

それと、行政・各福祉行事に参加です。 

今、私が主に民生・児童委員としてやっている

ことは、高齢者の一人暮しの安否確認です。ほぼ

毎日ですけど、自分の車に巡回カードを入れて置

き、朝・晩の生活状況の確認をしています。１.朝

と晩、雨戸の動きがあるか。2.ポストに、配布物

が詰まってないか。3.洗濯物の動きがあるか。4.

全体として、日常生活の動きがあるか。 

大体コースが決まっていて、安否確認の巡回を

している訳です。世帯巡回訪問は、2・3ヶ月に１

回ぐらい行います。このように、民生・児童委員

は、多岐にわたり職務・活動が沢山あります。 

最後に介護保険制度のお話を少し致します。介

護保険制度は 2000 年より施行されており、３年

ごとに見直ししています。40歳以上の人は、介護

保険の加入（第 2号被保険者）65歳以上は（第 1

号被保険者）年齢によって２種類に分かれます。

今後、介護保険は 2025 年になると、団塊の世代

が、75歳後期高齢者になり介護給付金を受ける人

と、介護保険料を納め支える人の差が最大になり、

厳しくなると予想されています。非常に大変にな

ってきます。介護保険については、本日お配りし

た資料をご覧になってください。 
 

★幹事報告 吉沢誠十幹事 

1.5月のロータリーレート 1ドル=110円 
 

＜出席報告＞ 一柳達朗委員長 

会員数 出席数 出席率 前々回修正率 

44名 26名 63.41％ 77.50% 

事前欠席連絡 6名 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 繁田光ＳＡＡ 

繁田光君～スムーズな例会運営にご協力いただ

きありがとうございます。 

本日\1,000  累計\907,000 
 

■回覧、配布物 

① RI2820地区稲本修一様からのお願い 

② ネパール大地震復興支援活動報告 

③ 年次大会ガバナーズナイト開催のご案内 

④ 5/18音楽鑑賞例会出欠席表 

⑤ 日本のロータリー100周年委員会設立趣意書 

⑥ いるまの魅力ウォーキング 

⑦ 茶の香めーる Vol.65 

⑧ ネパール奨学里親申し込み確認 

⑨ 5/25例会 卓話へのお誘い 

｢ここまで来た形成外科・美容外科」 

⑩ 他クラブ週報 

⑪ 入間ＲＣ週報 37号 

⑫ 西山会長より「今日は何の日」 
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