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優良従業員表彰

今まで消防団の歴史について江戸時代から昭和時代(戦

前）までお話しさせていただきました。

今日は、昭和時代（戦後）についてお話いたします。

戦後､米国調査団の報告により､警察と消防の分離が勧

告され､それに伴い総司令部から警察制度の改革につい

て指示が行われました。内務省は警察制度審議会の答申

を受け、昭和22年（1947年）4月30日に消防団令を公

布。これにより従来の警防回は解消され、新たに全国の

市町村に白羊的民主的な「消防団」が組織されることと

なりました。

しかし､警察制度審議会の答申及び政府の考え方に対し

て、総司令部は、その民主化の内容が不徹底と考え、答

申に沿った警察制度の改革案に了承を与えませんでし

た。政府は消防組織法案を作成し、総司令部の了解を求

めたものの､総司令部は消防制度に閏する覚書案を一部

修正し（覚書中「市町村公安委員会」を「自治体消防は

市町村の管理に属する」と変更）民間情報局作成の法案

要綱をあわせて通知してきました。内務省では、これに

基づき法案を修正し、昭和22年（1947年）12月23日

に消防組織法の公布が行われました。これにより、消防

が豐察から分離独立するとともに、すべて市町村の責務

に移されました。また、消防組織法の趣旨の徹底と勅令

であった消防団令を政令に改めるために、昭和23年（1

948年）3月24日に新たな消防団令が公布され、消防団

は義務設置から任意設置制になり、消防団に対する指揮

監督権が警察部長又は警察署長（消防署長）から市長村

長、消防長又は消防署長に移され、府県知事にあった市

町村条例の認可権や消防団事務の監察権が廃止されま

した。

その後､消防団令は根拠法について明確を欠くものがあ

り、政令は法律に特別の委任がある場合を除くほか、そ
の規定し得る範囲は憲法又は法律により既に定められ

ている事項を実際に執行するために必要な定めをする

いわゆる執行命令に限定されるものであり（憲法第73

条第6号）、また法律の委任がなければ義務を課したり、

権利を制限する規定を設けることは出来ない（内閤法第

11条)ものであるから､そのような性質を持つ政令で消

防団に閨する蟇本的な事項を規定しておくことは適当

でないという見解のもとに、消防組織法に第15条の2を

追加し､同時に消防団令は廃止されました。その後､組

織法制定後も火災が頻発し日本再建途上の一大障害と
なっている情勢下で､消防組織の強化､拡充を図るため、

昭和26年（1951年）3月に議員立法により消防組織法

が改正されました。これにより、任意設置であった消防
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第1848回2022年(令和4年)4月5日（火）晴

卓話「NPOキャンヘルプタイランド活動報告」

NP○法人キャンヘルプタイランド理事坂茂樹様

◆君が代

◆奉仕の理想

◆ゲスト 1名

NP○法人キャンヘルプタイランド理事坂茂樹様

◆ビジター1名

野村紀代彦君（刈谷RC)

◆出席報告

正会員 29(25）名出席20名

出席率 8000%

’河合幹事報告

1．本日の配布案内:OWFFチケット

2． （株）名古屋三越三ヶ丘店長岡本修君4月1日付

で実動になられました

3．先回ご案内の「ヒューストンガバナーナイトin

JAPAN」および「国際大会ゴルフinJAPAN」のお申

込み期限：4月18日

4．料亭松楓閨での「舂季家族会」のご出欠につきま

しても今週金曜日までに返信お願いいたします

5．次週12日の例会後、今期・次期合同でのクラブア

センブリー、暹事会を開催致しますので瓊事役員・

各委員長はご予定下さい。

6． 4月ロータリーレート1ドル＝122円

犀行会長挨拶

本日は、ゲストにNPO法人キャン

ヘルプタイランド理事坂茂樹様
をお迎えし､ビジターに刈谷ロータ

リークラブ会長野村紀代彦さん

に、ご出席いただきました。坂様に

は後ほど卓話をお願いいたします。
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機閏の設置は義務設置となりました。

このように、消防団は、江戸時代に義勇消防の元祖とし

て発足して以来、様々な変遷を経て今日に至っていま

す。

航し直接手渡しで支援するものですが､海外渡航もまま

ならず、このような形での支援となりました。

タイ奨学金ですが、昨年度の支援人数は61名となりま

した。昨年度より中学の奨学生の新規募集を停止し、今

後は高校生と専門学校生への支援という事にしました。

その代わり、年3,000バーツの支援から、前期3,000バ

ーツと後期2,000バーツの計5,000バーツの支援とな

ります。5,000バーツというのは、現在のタイバーツと

日本円との為替レートでおよそ17，500円になります。

ですので、今までは寄付者一人に対して奨学生一人とい

う支援方法でしたが、昨年度より、すべての寄付者です

べての奨学生を支えるという事になりました。タイの経

済発展による物価上昇に伴う支援方法の変更なので、ご

理解の程よろしくお願いいたします。

また､カンボジア奨学金ですが､こちらは小学校低学年、

つまり1年生から3年生の各学年10名ずつ、計30名へひ

とりあたり年閨80ドルの支援を実施しました。昨年の8

月12日には現地で奨学金授与式も開催されましたの

で、会報の写真をご覧ください。

カンボジア緊急支援につきましては､現地で協力してく

れていたマイク君との連携がうまくいかず､そのままス

トップしていますが､渡航可能になりましたら－度現地

で体制を立て直してから再開しようと考えています。

昨年度も実施できなかった建設プログラムですが､カ

ンボジアでは、まだまだ教育環境設備の不備や不足が多

くあります｡子ども達がより快適に学校生活を送れる様

に改善が望まれますので、これからも支援を続けていき

ます。

次に、図害支援事業ですが、活動の中心である富山県

射水市で毎年開催される「おおしま国際手作り絵本コン

クール｣へタイの子ども達が手作りした絵本を応募する

企画で、2017年の「北陸中日新聞賞」に続き、昨年は

「NHK富山放送局長員｣を受賞することができました。

日本のコンクールで賞を取ったという事実が､タイの子

どもにとってこれからの自信につながればと思い今年
度も活動を継続します。

最後に、山岳部に暮らす少数民族の子ども達のための

支援事業ですが､タイ北部のチェンマイで当会が現地の

キリスト教系の財団と共同で2005年に建設した学生寮

「力サロンの家」の支援を現在でも継続しております。

2018年には愛知大学生が交流ボランティアなどを行う

企画もスタートしましたが､2020年度、2021年度とコ

ロナ禍で2度の中止を余儀なくされました。

現地では、総費用350万円の一部の約50万円を当会か

ら支援した新女子寮の建設も完了しましたので、寮生た

ちは、日本からのボランティアの訪問を首を長くして待

っている事と思います。

ちなみに、今月の下旬には、寮の子ども達を海へ連れ

ていく4年に1度のビッグイベントが開催されます。チ

ェンマイから約1,000キロメートル南の海まで､子ども

たち40名にスタッフを含めた総勢50名がバスで移動す

る約1週間の大旅行で、まだ本物の海を見たことのない

小さな子ども達も大変楽しみにしていることと思いま

す。

この海ツアー開催には日本円換算で約70万円の資金が

必要です。一人当たりにすると約1万4千円です。 1日当

たり一人2,000円です。移動費、宿泊賛、食費、観光費

も入れての計算となります。

3月15日に電話で確認した所、あともう半分ほど不足し

＞米山記念奨学会委嘱状伝達式

長谷川亨君を米山奨学生文都日梛(ウンドリナ)さん

のカウンセラーに委嘱申し上げます。
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NPO法人キャンヘルプタイランド

理事 坂茂樹様
ヅ

､

日頃は、キャンヘルプタイランド

の活動にご理解とご協力を賜り誠

に有難うございます。

世界では、想定外の事態が起こり

続け、だんだんそのことに慣れっこになっていく今日こ

の頃ですが、皆様はいかがでしょうか？

企業経営も一筋縄ではいかない時代となってしまいま

した｡ましてや､給料という金銭的incentive(動機付け）

のないボランティア組織では､会自体の運営も容易では

なく、活動規模も縮小の一途をたどるばかりです。

そんな中、海外活動がなく比較的時間に余裕のある今を

チャンスととらえ、この数年を組織の体質強化のために

というよりは私個人のスキルアッブのために様ﾉﾏな研

修を受ける年と位置付けました。中でも、認定NPO法人

ムラのミライの｢NGOによる住民主体型プロジェクト形

成・実施のための方法論と技能」というオンライン研修

では、 「連続した事実質問により支援地域の住民に気付

きとやる気を起こさせる方法」について学んでいます。

この内容は、NGOのみならず、民間企業の経営にもかな

り役に立ちます。このような中身の濃い研修を名古屋に

居ながらにして受けられるのも、コロナ禍による世の中

の急速な変化の賜物だと思います。こんな時代の流れに

取り残されないように頑張ってしがみついていきます。

活動報告に移ります。お手元の会報をご覧ください。

2021年度、当会の活動もかなりの制約を強いられま

した。そのような中でも、かろうじて奨学金事業、給食

支援事業、図書支援事業は何とか実施することができま

した。

□一タリークラブの皆様からのご支援も多い奨学金

事業についてですが､昨年度も無事に銀行送金という形

で実施することができました。本来なら、スタッフが渡



ているとの事でした。さすがにもう4月に入ったところ

ですので、ツアー実行可能な最低限の金額は集まったの

ではと思いますが、お金はいくらあっても困りません。

余分にあれば､より質の高い経験を子ども達に提供する

事が可能です。

私事ですが、先日、今年中3になった娘の修学旅行の

費用の請求が来ました。 1泊2日の東京旅行の予定で金

額は63,000円です。旅行代には東京デイズニーランド

のパスポートも含まれます｡私ならLCCの格安航空券で

タイに1週間滞在できる金額です。涙をこらえながらJT

Bへ振り込みました。金額に見合った思い出となる事に

期待します。

冗談はさておき、このイベントの寄付金集めのために

Facebookに公開された動画をぜひご覧ください｡キリ

スト教関連の団体を取りまとめる組織が作成した動画

は少しだけ宗教色が強いですが､私が日本語字幕を付け

ましたので､寮の創設者のタッサニーさんの苦労を皆様

に－番わかってもらえる動画だと思います。

動画を観てこの趣旨にご賛同いただける方は、入り□に

置いてある木の募金箱へご寄付をお願いします｡投入□

が大変小さくなっていますので、折りたたんでのご寄付

をお願いします。

これも私事ですが､今回のこの海ツアーヘ同行しようと

考えています。

今回、集まったお金は私が責任をもって現地へ届けま

す。皆様のご支援をよろしくお願いします。

ありがとうございました。

、ハム鎮心さ公条虫こん灸A八八灸J準鬼氏誹信全塑1杢企森』拘全八呼一……〆…鐸秘余

手抄州ﾌ卿ﾗﾝ階調
"POCn.WyfE.L.鰹妬α池"‘卯廊"Lg〃β『<I/b[7

＞奨学金プログラム

タイ奨学金プログラム

2021年度は中学生14名を含め61名の学生を支援い

たしました｡昨年度からの繰越金4万円と今年度12月3

日現在､皆様からご寄付頂いた金額55万円と､不足した
40万円は｢指定なし寄付金｣を充当させていただきまし

た｡なおその後にご寄付を頂きました4万円を次年度に

繰越させていただきました。

今年度もコロナの影響で授与式を実施できなかった為奨

学生に対しては､子供達名義の口座への送金で支援を実

施しました。

今年度の支援は昨年度の74名から13名減となりまし

た｡なお中学生14名を除く47名の内成續が2.0以下だ

った子と課題を未提出に終わった子が9人いたため後期

分の支援は38人となりました。

･奨学生の内訳(カッコ内は昨年比）

＊ムクダハーン県…17名(-2）

＊ナコンパノム県…8名(-2）

＊カラシン県…10名(-3)

＊マハサラカーム県…12名(－5）

＊ロイエット県…14名(-1）

カンボジア奨学金プログラム

本年度は､小学校1年生～3年生の各学年10名､合計30

名の子ども達へ80ドルずつ､計2,400ドルの支援を行
いました。

本来なら､タイでの奨学金授与式と一緒に現地で授与式

を行う予定でしたが､海外渡航ができなかったので､こち

らも､現地教育委員会のアンさん八送金し､8月12日に授

与式を実施して頂きました。

琴 、l鯛函函

騒騒窪
一

一

毎回

飼茜
刀

醇買念鐺顧，唾嘉iU同感z患耐蝿想溌葬麹謬縮達

鐸齢胞鐇廼函匁劇”睡画瑛潅bWeW"6儲噌屈
むゆ

縄p鯨項錘厘謬画野君削壷
廻噸部隼響f鵯距1色昌射H､正LFT池1LA”

~眠

域､師ﾛｶ師鞄倣瞬､ふ卵邸椒潮”“bm

潟
夕

馳蜘､離蝿蝿樋賑か蝿，

CEREMONY

SC蝿幽謝lPAW八恥辱O鷺純】O閃訂U8足H崎6…1

6H組EZ“CR姻画鰔鄙X“H唖帰閏罪…VL幽
融TT“…ごA峨孵､仏

DON細EDBいC▲刺拙.E4P7HA里旦好DOR色凸釦唾.…N

○鯉の家と力ｻﾛﾝの家のﾀｯｻﾆｰさん

患………鼈…
鰯
『

一

℃

Ｐ

‐

。

“

，

窒

塑

Ｊ

・

Ｉ

Ｌ

今

一

『

・

胆

ｈ

仙

雌
》

彼

酷

0

”

｢希望の家｣と｢カサロンの家｣とタッサニーさん

｢カサロンの家｣は､2005年にキャンヘルプタイランドが、

｢希望の家｣と協力し建設しました｡主にエイズ孤児を預か
る｢希望の家｣に対し､孤児ではない山岳少数民族の子ども

達を預かる目的で｢カサロンの家｣は建設さ

蕊群議競繍簿



＞山岳部少数民族支援プログラム

例年なら､愛知大学の学生を連れて山岳少数民族の子
ども達のための学生寮｢力サロンの家｣を訪問し､支援も

行ってきましたが､今年度はツアー自体が中止となり、
｢力サロンの家｣への支援はできませんでした。

昨年度の支援(力サロンの家新女子寮2階内装工事)が完
了しましたので報告いたします｡2020年度に下記建設

費の一部133，600バーツ(約47万円)を支援しました。

’●●･●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●■｡●●●●●●●●

野村紀代彦君（刈谷RC)

本日お邪魔します

足立一郎

本日は、ゲストにNP○法人キャンヘルプタイランド
理事坂茂樹様、ビジターに刈谷RC野村さん、よう

こそお出で下さいました。

松岡多加倫

桜が満開のこの1週間を､歩いたり、自転車に乗った

り、オープンカーに乗ったりしながら楽しみたいと思

います。日本の舂はやっぱり美しいですね。

小林英毅 結婚記念日お祝い

福井浩道 長谷川亨 林永芳

伊藤健文 河合隆史 小山雅弘

柵木充明 宮尾紘司 太田和孝

大谷 恩 笹野義春 重見有美

谷口 優 東原相次郎 舎人経昭

吉田 玄

キャンヘルプタイランド坂様、本日の卓話をよろしくお願い

いたします 20件|合計56,000円｜
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力サロンの家新女子寮総建設費

年 内容 費用

250，379バーツ基礎工事2018

‐19年

2020年｜屋根､壁､床､電気工事 | 480,406バーツ

2021年 2階の壁､天井､床

電気､水道工事

352，766バーツ

＞お知らせ
合計 1，083，551バーツ(約350万円）

第9回ワールドフード+ふれ愛フェズタ

2022年4月23日(土)～24日（日）

時間午前10時～午後5時

会場栄久屋大通公園

エンゼル広場･エディオン久屋広場で開催

＞ランチプログラム

2021年度のランチプログラムは､山岳少数民族の子ど

も達のための学生寮｢力サロンの家｣八の米購入金支援

(4万バーツ)を行いました｡｢力サロンの家｣では､自分た

ちで米も栽培していますが､姉妹寮の｢希望の家｣と合わ
せると1日で約10キロの米を消費し､自給自足には程遠

い状況です｡子ども達のためには､年間3トン以上の米を
必要としますが､4万バーツ(約15万円)の支援で約2トン

の米を購入することができ､寮での年間の米消費量の半
分以上を賄うことができます。

③

旧中日ﾋル三越

ラシック
『
一

戸
甲
」

松坂屋(1鹿）

松坂屋

松煽屋(南随）

このイベントはロータリーチャリティーイベントです。

今回の収益金は､｢医療従事者の応援｣､｢ポリオ根絶｣支

援基金に使用されます

､'…A全…公金…ヘム3…灸舎へ強こ……八…傘金…矛峰……

次回例会: 2022年4月19B(火) 12:30 名古屋東急ホテル3階錦の間

反愛の日
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