『ロータリー：変化をもたらす』 Rotary：Making A Difference
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２２名

高瀬

束 幹事

裕康 会員

秋の例大祭が各町内会で行われております。雨が降らな
ければいいですね！プロ野球もクライマックス出場など
で盛り上がっています。秋はいろいろ満載です。

「四つのテスト」
会員出席報告

建夫 会長 ・河合

朝晩、めっきり過ごしやすくなりました。クールビズも
今月で終わりです。運動しやすい季節になりました。体
を動かしましょう。

建夫 会 長

三浦 崇志 様（ゲストスピーカー）
（児童養護施設 新日本学園副園長）
齊木
貴 様（川崎北ＲＣ）
小川 湧三 様（川崎鷺沼ＲＣ）
Sung-Ju Yu アレン君

正樹 会員

今日で丁度 60 歳になりました。
新たな気持ちで頑張り(出発)ます。

◆宮崎

玲児 会員

新日本学園副園長の三浦様、本日はありがとうございま
す。お話を楽しみにしています。

◆ＳＡＡ一同
クラブ奉仕委員長会議の報告と卓話：児童養護施設新日
本学園副園長 三浦崇志様、よろしくお願い致します。

◆親睦委員会一同
だいぶ過ごしやすい気候になってきました。気温の変化
によってカゼを引く方がまわりで増えているようなので
体調管理には十分気を付けましょう。

「みんなニコニコ」

島田 叔昌 会員・小泉 正博 会員・山本 剛 会員
市川 功一 会員・内藤 松雄 会員・江口 進 会員
（川崎中原 RC･ロータリー青少年交換学生 台湾） 坂口 精一 会員・工藤 和弘 会員・堤 研司 会員
渡久地 政房 会員
ニコニコボックス

本日

26,000 円

累計

142,500 円

記念日ニコニコ

本日

0円

累計

25,000 円

委員会報告
◇市川

功一 クラブ活性化委員会

本日、例会終了後にクラブ活性化委員会を開催足します。
よろしくお願い致します。

アレン君

◇小林

挨拶

日本に来てから 44 日経ちました。日本での生活は大体慣
れました。ホストファミリーの皆さんは優しくてとても
親切で幸せです。8 月 21 日、22 日にホストファミリーと
鴨川に旅行に行きとても楽しかったです。先週の水曜日
は橘高校の体育祭でとても楽しかったです。

ニコニコ報告
◆齊木

東出

隆裕

親睦委員

貴 様（川崎北ＲＣ）

本日はメーキャップで参加させていただきました。初め
ての早朝例会を楽しみにしています。

正樹 クラブ広報委員会

先日、地区の広報委員会に出席してまいりました。クラブ
広報公共イメージ向上というサブタイトルが付いていま
した。最初に湯川ガバナーから「公共イメージとは非常に
難しい委員会ですが、よくご理解いただき会員増強に繋げ
ていただきたい」とご挨拶がありました。次に担当ガバナ
ー理事から、昔の日本の思いやり精神というのは、日本人
は表立って奉仕の功績は言いふらさない風習、陰徳のお話
をされました。「現在は違い、如何に我々の奉仕活動を地
域社会の人々に見て理解してもらうかということが非常
に大事である」という話がありました。講演としてロータ
リーの友誌元編集長の二神典子様がロータリーの戦略計

画から考える、新しい労力を使ってイメージを統一する、
ＲＩのウェブサイトを活用する、地域のニーズに合った
活動をする、自分の言葉でロータリーを語る、という 5
つのテーマに沿って話されました。メディアを使う、ネ
ットを使う、地域の人達を巻き込んだ活動をメディアに
取り上げていただき、ロータリーのイメージアップを計
っていただきたいということで会議が終了した事を報告
させていただきます。

児童、48 名の入所児童がおりますが 30 名は被虐待の理由

◇若狭

は今我々が認識している中では 4 つの種類があります。い

滋則 クラブ奉仕委員長

「クラブ奉仕委員長会議の報告」
主題は多様化する例会運営とその特徴と狙いということ
でした。例えばロータリーＥクラブ、例会をウェブサイ
ト上で行っています。ロータリー衛星クラブ、これはク
ラブの中のクラブ。衛星クラブの会員はそのスポンサー
クラブの会員でもある。スポンサークラブとは別に例会
を開くが、通常のロータリークラブの規則に従って運営
されます。このように多様化する中、例会回数と活動費
の関係等の問題点を話しあいました。

卓
三浦

色々な理由がありますが、1 番は虐待の通告義務ができた
こと。今まではお子さんの泣き声が聞こえたりしても通報
するということはなかったのですが、通告義務ができたこ
とで件数が増えていると思います。もうひとつは虐待の定
義が少し変わったということがあるかと思います。虐待に
ちばん分かりやすいのが「身体的虐待」です。
「性的虐待」
根深く昔からあるもの。「育児放棄、ネグレクト」これも
非常に多い。「心理的虐待」子どもたちを精神的に追い詰
める。今は面前ＤＶという言葉があり、お子さんの前で激
しい夫婦喧嘩を見せるのも心理的虐待と言われるように
なっています。お子さんの泣き声だけでなく激しい夫婦げ
んかも通報される。虐待の認識が以前と変わり件数が増え
てきていると考えます。
児童養護施設のシステムについてですが、老人施設、保

話
崇志 様
児童養護施設

で入所しています。なぜこんなに虐待事例が増えたのか。

育園もそうですが、いわゆる措置という形で行政が介入し

新日本学園副園長

ていました。介護保険法というのが出来て、老人施設は措
置がなくなり、利用者が施設と直接契約を結ぶという形に
なりました。保育園も利用者が契約という形でお子さんを
預けるという形に変わりました。唯一措置制度が残ってい
るのが児童福祉です。児童養護施設は今も措置制度です。
お子さんの事で困っているという場合は、児童相談所へ行
き、必要があれば一時保護という形で児童保護所に入れて、
お子さんの様子、親御さんの様子、家庭状況を判定し、親
御さんと話した方が良いと判断した場合、初めて児童養護
施設に入所依頼が来ます。そして定員の枠組みの中で空き
があれば受入れられます。基本的には経済的に困窮してい
る場合が多いので費用をいただくことはありません。
児童養護施設に入所後の子ども達の様子ですが、一般家
庭のお子さんと出来るだけ近い形で生活をさせます。私ど

本日はお招きいただき有難うございます。まず児童養

もの施設では、幼稚園は 2 年保育、小中学校は近隣の学校

護施設についてご理解いただき、新日本学園の様子をお

へ通います。以前は中学を卒業すると就職するお子さんも

話しさせていただきます。

たくさんいましたが、今いるお子さん達は 100％高校へ進

児童養護施設は親のない児童、虐待されている児童、

学します。ここ 2、3 年ですが塾に通うお金も出るように

その他、養育上家庭で養育できないお子さんを施設でお

なりました。最近では専門学校、短大、少ないですが 4 年

預かりし育て、家庭復帰または社会に自立させる為の施

制大学へ通うお子さんも出てきています。ただ児童福祉法

設であると規定されています。年齢層は幅広く概ね 2 歳

という法律の下で施設は運営されており、児童の定義が

から 18 歳迄のお子さんをお預かりし、2 歳よりも前のお

18 歳までとされており、専門学校や大学の費用は一切出

子さんにつきましては乳児院という赤ちゃんだけの施設

ません。上の学校に進む子達は、高校に入学すると部活に

があります。児童養護施設は全国で約 600 施設、約 3 万

入らずアルバイトに行きます。お金を貯めて、返済不要の

人のお子さんが入所しています。神奈川県下だと 33 か所

奨学金を取る努力をし、そのお金で上の学校へと進学しま

の児童養護施設があり川崎市には 4 か所あります。児童

す。

養護施設は世の中の色々なシステムの網からこぼれおち

新日本学園での生活ですが、一般家庭と同じように普段

てしまったお子さんたちが最終的に行きつく場所です。

は学校へ通っています。私達の仕事は平日は穏やか、土日

時代背景によって入所理由は変わっていきます。昭和 20

祝日、夏休み等はとても忙しくなります。

年代は戦争孤児、いわゆる親のないお子さん達が非常に

施設では 1 年を通したくさんの行事があります。まず、

多かった。その後、高度成長期を経て豊かになると貧富

こどもの日、大々的に行います。その日は川崎市長も来園

の差が出てきたり、核家族になり離婚家庭が増えたりと

してくださいます。夏休みはキャンプ、クリスマス会は子

いうことが原因になった時期もあります。現在は被虐待

ども達と職員の有志でグループを作り色々な出し物をし

児の入所が非常に多くなっています。新日本学園の入所

ます。神奈川県下の施設は横のつながりが強く、神奈川県

下の児童福祉施設で色々なスポーツ大会を開催します。

幹事報告

夏は野球、ソフトボール、水泳大会、秋には駅伝大会、2

１．地区からの来信
①2017-18 Ｒ財団「グローバル補助金」対象 人道的プロ
ジェクト提案に関する資料が届いております。

月には文化祭、絵画展など行います。そして児童養護施
設はたくさんのボランティアの皆様に支えられており、
ボランティアの方々お蕎麦食べ放題とかが動物園に行っ
たりする企画をしてくださいます。
本日こういう形でお話しさせていただきましたが、
皆様にひとつお願いがあります。1 度児童養護施設を見に
来てください。実際に見ていただくと今までの児童養護
施設のイメージが変わると思います。そしてより深く児
童養護施設をご理解いただけると思います。児童養護施
設は暗いイメージがあると思います。しかし全然そんな
ことはなく、子どもたちは毎日忙しく生活しています。
私どもの施設は昨年 11 月に建て替えが終わり、ピカピカ
の施設になりました。もっと児童養護施設のことを知り
たいと思われましたら是非見に来てください。もっとた
くさん話したいことはありますが、最後にお手元にお配
りした資料の中でＳＮＧ児童家庭支援センターというの
があります。私ども新日本学園にあり、子育てや家庭の
事での悩みや困りごとに電話でも来所でも相談に乗って
います。皆様の周りで子育ての事で悩んだりしている方
がいれば是非ＳＮＧ児童家庭支援センターのことをお話
しいただければと思います。
拙い話でしたがこれで終わりにさせていただきます。
有難うございました。

会長報告 高瀬 建夫 会長（10 月 5 日分）
１．ＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ研究会）パート
Ⅱ 開催のご案内が届いております。
日時：2017 年 10 月 15 日(日) 8：30～16：30
場所：聖光学院中学高等学校
２．中原区民祭開催のご案内と賛助金の依頼
日時：11 月 12 日(日) 10：00～ 会場：等々力緑地
３．第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ女性会員懇親･研修会のご案内（内藤 AG）
日時：2017 年 11 月 9 日(木)11：30～14：00
場所：ホテル精養軒
４ 10 月 26 日(木)の例会は、
ガバナー公式訪問です。
全会員で湯川ガバナーをお迎えしたいと思いますの
でご出席お願いいたします。
なお、例会終了後に 30 分程度 ガバナーとの懇談会
を予定しておりますのでご参加ください。

河合

束

幹事（10 月 5 日分）

②職業奉仕委員長会議開催のご案内が届いております。
日時：2017 年 10 月 23 日(月)15：00-17：00
場所：メモワールプラザソシア 21
※神谷委員長ご出席お願いいたします
③インターアクト年次大会開催の案内が届いております。
日時：2017 年 12 月 17 日(日) 9：30-17：00
場所：桐光学園中学･高等学校
④第 4 回 ロータリアン芸術祭のご案内と作品出展依頼
期日：2017 年 11 月 11 日(土)
会場：地区大会会場 パシフィコ横浜展示コーナー
⑤地区大会特別企画ロータリーこども美術展参加出品依頼
参加者：ロータリアンの子弟・お孫さん等の未就学児童
テーマ：自 由
※10 月 31 日までに指定の専用画用紙に絵を描いてお持ち
ください。クラブ毎にまとめて提出します。
⑥10 月の米山月間にあたり､資料が届いております。
※「豆辞典」ポスティング
⑦11 月のロータリー財団月間にあたり､各クラブにおける
卓話実施の依頼がきております。
⑧ロータリーレート変更のお知らせが届いております。
2017 年 10 月より、１ドル＝112 円に変更
２．他クラブ例会臨時変更
●川崎南 RC
10 月 10 日(火)･10 月 31 日(火)・11 月 21 日(火)休会
●新川崎 RC
10 月 11 日(水) 川崎ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙにて親睦ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会
後、例会
点鐘 18：30
10 月 25 日(水) 開会点鐘 18：30⇒18：00 に変更
11 月 15 日⇒11 日(土) 移動例会 地区大会参加
11 月 29 日(水) 休会
●川崎とどろき RC
10 月 16 日⇒17 日(火) 川崎中 RC45 周年記念式典出席
●川崎中 RC
10 月 17 日(火) 創立 45 周年記念式典 ﾎﾃﾙ精養軒
点鐘 15：00
10 月 24 日(火) 夜間例会 ﾎﾃﾙ精養軒 点鐘 18：00
10 月 31 日(火) 休会
●川崎大師 RC
10 月 18 日(水) 職場訪問キングスカイフロント見学
（環境総合研究所･ナノ医療イノベーションセンター）
●横浜本牧 RC
10 月 19 日(木) 休会
10 月 21 日(土)-22 日(日) 冨岡製糸場見学･親睦旅行
10 月 26 日(木) KKR ポートヒル横浜点鐘 19：00
●川崎西北 RC
10 月 26 日(木) 夜間例会 柏屋
点鐘 18：30
11 月 9 日⇒11 日(土) 地区大会参加
11 月 23 日(木･祝) 休会 老人ホーム慰問コンサート
３．他クラブ会報の回覧

川崎北 RC

４． 本日例会終了後に理事会を開催致します。
☆ 河合ホストファミリーからのお願いです。
私たち夫婦が今月２７日から２９日まで留守になります
Allenを連れていけないところなので、この３日間、
どなたかショートステイで受けていただけませんか？

