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本日のプログラム
　「琵琶演奏」　　
　岡山邦楽団 代表　橋本石基　様

3月3日のプログラム
　「趣味のはなし」
　齊藤博臣 会長エレクト

「ベトナム奉仕活動報告」 藤井一也　国際奉仕委員長

2月18日のプログラム

　４年度にわたり実施しているベトナム奉仕活動の効果検証と，支援先との交流を
深めるため，１月15日から17日にかけて荒川会長をはじめとする総勢15名の参加で
ベトナム訪問を行いました。
　Nurture the Dream とのボランティア検討会，寄贈した図書室が完成したビン
プー第２小学校訪問，タンタック A 小学校奨学児童宅訪問，その他親睦を深めるた
めの交流事業など短い日数で非常に充実した交流事業となりました。
　ビンプー第２小学校訪問では学童の鼓笛隊による大歓迎を受け，感動で多少涙腺
が緩みました。図書室寄贈式典には沢山の子供たちが参加してくれ，喜ばれている
ことを実感！！　次いで，おみやげに持参したけん玉や紙風船など「和遊具」での交流では，子供たちの
あふれんばかりの笑顔に触れたことで，心が洗われる思いでした。
　タンタック A 小学校の奨学児童宅訪問では，児童を取り巻く経済状況や進学の実態を確認しました。支
援の結果，高校・大学への進学に結びつき，日本との架け橋になってくれることを願っていますが，現実
はそう簡単にいきそうにはありません。当クラブが支援することの意味について参加者で様々な意見を交
わしました。
　余談ですが，児童宅訪問の途中で二人組の旅行者が話しかけてこられました。なんとドイツのロータリ
アンで，我々が「Rotary」シャツを着て歩いていたので，声をかけてくれたそうです。おまけで，小さな
国際交流ができました。
　ただ支援するだけでなく，今回訪問では支援先にその活動の定期報告を求めるなど，適度な緊張感を
持った，より良い関係を築く工夫も行っています。こうして現況を確かめた上で，なぜ我々が支援するの
か，支援の結果どうなることを理想とするのかを考えることが，今後の国際奉仕活動をより意義あるもの
にする上で役立ちそうです。
　そして，会長招待夕食会で親睦を深め，RYOBI 物流センター見学，ワニ園見学，戦争証跡博物館見学な
ど，各々の見聞を広げる活動を行ったことで，思い出に残る旅にもなりました。



例会報告（2/18）

出席報告
　会員数　97名（内出席免除者17名）
　出席者　80名（内出席免除者出席16名）
　出席率　83.33％（前々回訂正後出席率89.58％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　２週間のご無沙汰でした。寒暖の差が大きく，またインフルエンザが大流行していますのでお気を付け
下さい。
　７日に西大寺観音院に行って参りました。先日，例会におきまして坪井副住職に「少年はだか祭り」に
使用する厨子を奉納いたしましたが，その厨子の中に５・６年生に投下される宝筒を入れ，住職が御本尊
の前で読経を行いました。その儀式に参加させていただきました。会陽当日までの２週間，宝木と同様に
毎日祈っていただけるそうです。非常に貴重な体験をさせていただきました。
　また，21日には社会奉仕委員会の事業であります「こども虐待防止フォーラム」が行われます。最近は
この方面の関心が高く，マスコミでも多く報道されていますが，民間団体や行政レベルでの取り組みも見
られるようになってきました。多くの方々が参加していただけると期待していますが，会員の皆様も時間
の許す限りのご参加をお願いいたします。

幹事報告
１．２月６日（土）青少年交換学生プログラム，中四国３地区合同オリエンテーションが倉敷で開催され

ましたので，ジェイドさんと勘藤地区青少年委員と私で参加してまいりました。
２．井上和宣会員の段取にて２月７日（日）西大寺観音院に宝筒厨子を荒川会長と山下和也会員と私で奉

納してまいりました。
３．２月15日（日）県南18RC 幹事会が開催されましたので，出席してまいりました。
４．２月21日（日）13：30より国際交流センターにおいて，社会奉仕委員会主催の「子ども虐待防止

フォーラム」が開催されますので，是非ご参加ください。
５．マイロータリーへの登録をよろしくお願いいたします。
６．他クラブ週報を回覧いたします。

次年度幹事報告　佐藤次年度幹事
　2016－2017年度版　ロータリー手帳の注文が届きましたので，回覧いたします。必要な方は名簿に○印
をお願いします。

お 食 事
陶板すき焼き鍋，刺身二品，御飯，漬物，
フルーツ



委員会報告
●会員増強委員会　佐々木篤 委員長
　本日例会後，９階レストランにて職業分類・会員選考・会員増強合同委員会を開催します。関係の皆様
はお集まりください。

●出席委員会　藤原唯朗 委員長　
　明日，西南ロータリークラブへのメイクアップを行います。ポスティングさせていただいた皆様はよろ
しくお願いいたします。

●社会奉仕委員会　冨山直司 副委員長
　２月21日国際交流会館８階にて，こども虐待防止フォーラムが開催されます。参加の方はスーツでネク
タイの着用お願いいたします。準備のお手伝いをしてくださる方は12時に国際交流会館１階ロビーにお集
まりください。
　続きまして，新天地育児院へハーブガーデンの寄贈とテーブル・椅子の寄贈式典を３月12日に行うこと
となりました。雑草除去作業等を行いたいと思いますので，３月７日から11日までで参加可能な日にちを
ご回答いただければと思います。ご協力いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

●青少年奉仕委員会　大橋正禎 委員長
　２月20日に開催される「少年はだか祭」に参加される方は，現地集合で15時頃に公民館前にお集まりく
ださい。ジェイドさんが，春休みを迎えます。３月17日〜４月５日の間で当クラブ会員の方でお世話をし
ていただける方がいらっしゃいましたらお声かけお願いします。

●写友「輪影」　藤井一也 会員
　本日，「竹富・石垣の旅」のスケジュール表をポスティングいたしましたのでご参加の方はよろしくお願
いいたします。

●スマイル●
荒川 先日，健康診断を受けました。すべて異常なしで何をしても良い ?? とのこと。皆様も必

ず受けてください。
石井 先週で両目が開眼しました。一変に世の中が変わりました。超短期入院にもかかわらず

多数の方にお気遣いいただきありがとうございました。糸島先生にはお世話になりまし
た。風邪の為例会を早退させていただきます。

根木 先週，笠岡東 RC を訪問して来ました。40人のクラブでホームクラブ出席率はほぼ90％
との事でしたが，驚いた事に例会欠席者の名前を読み上げていたのと，週報にも掲載さ
れていました。

佐藤 囲碁同好会で，北村会長，仁科会員，近藤典博会員と楽しくさせていただきました。又，
池田会員には日本一の温泉とカニでお世話になりました。

高橋，冨山 　　２月21日に社会奉仕委員会の「こども虐待防止フォーラム」があります。ご協力よ
ろしくお願いいたします。

藤井 ベトナム奉仕活動の報告会をさせていただきます。ほとんど写真ですのでごらんくださ
い。

日名 木村さん，この度，ハートクリニックの増築工事では大変お世話になり，ありがとうご
ざいました !!　おかげでみんな気持ち良く仕事ができると喜んでいます。

近藤（典） ２月８日針供養があり，TV 等に大きく広報されました。お見苦しい所お見せしました。
２月６日囲碁同好会があり，池田会員においしいカニをご馳走になりました。北村会長
お土産ありがとう。

北村 先日の囲碁同好会の湯原一泊小旅行，佐藤副幹事お世話になりました。池田会員，大変
お世話になりました。一夜明けての雪景色とてもキレイでした。佐藤君，スバルのアイ
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職業分類・会員選考・会員増強合同委員会開催（2/18）
　２月18日（木）例会終了後，同ホテル９F レストラ
ンに於いて標記合同委員会が，「新入会員の選考に
ついて」を議題に開催されました。荒川会長挨拶
のあと，まず佐々木会員増強委員長より提案の今
期２名の入会希望者の審議が行われ，続いて，出
席委員からは今後の入会手続き等についての意見
発表があり，三委員会との密接な連繋と役割り，
手順の再確認，クラブとして適正な会員数，スポ
ンサーには適格な人の推薦要請，退会防止などに
ついて協議されました。

第45回少年はだか祭り（協賛）（2/20）
　２月20日（土）午後３時20分より，西大寺観音院にて県内外の男子小学生約400名が出場，我が岡山東ロー
タリークラブも協賛して「第45回少年はだか祭り」が，開催されました。
　この少年はだか祭りは「西大寺会陽」の幕開けを飾る行事として，子供たちの心身の健全な発育を願っ
て昭和47年から行われております。西大寺観音院本堂前に組まれた櫓の上から，まわし姿の小学生１，２年
には宝もち，３，４年には五福筒，５，６年には宝筒が投下され，激しい争奪戦が繰り広げられました。当
日はあいにくの雨でしたが，少年たちの熱気で湯気が立ち上り，その勇壮な様子に観客も見入っていまし
た。
　我がクラブからも荒川会長，根木幹事らが櫓の上から五福筒・宝もちを投下し，最後に坪井住職によっ
て純白の和紙に包まれた「２本の宝筒」が投下されました。交換留学生のジェイドさんも宝もちの投下に
参加し，また参道に並ぶ露店で買い物を楽しむなど，岡山の伝統文化の一端に触れて大変楽しそうな様子
でした。

ストップよく効くね！
仁科 ①囲碁同好会では北村会長他の皆様お世話になりました。池田さんにも大変お世話にな

りました。雪見の露天風呂よかったです。　②内山さん鴨おいしかったです。
池田 囲碁同好会の皆様湯原温泉へお越しくださりありがとうございました。
横手 内山隆義さん，世良さん，先日はありがとうございました。
菅野 藤岡さん昨日は大変お世話になりました。又，ランチまでご馳走になりありがとうござ

いました。
近藤（聡） お祓いスマイル !!　昨年の税務署からこっち全然良い事がありません！　何かにとりつか

れてる様な気がします。あ〜あ何かいい事ないかなあ〜 !!
大河原 女房に美しい花を会長よりお送りいただきありがとうございました。ロータリーの発展

を祈ってスマイルします。
黒住 娘が大阪大学大学院で勉強することになりました。嫁は喜んでいますが私は早く嫁に

いって欲しいです。勉強もいわゆるおかまの学術的考察みたいな感じです。
朝霧 昨日の三木会，ご参加いただいたみなさま，ありがとうございました。大西さん，２次

会ではすっかりごちそうになり，すいませんでした。業務のため，今日は失礼します。
神田 ①結婚記念日のお祝いありがとうございました。　②三木会では朝霧さん，伊東さんにお

世話になりました。また，大西さんごちそうさまでした。
髙山 ４人目の孫が誕生しました。これで男の子２人，女の子２人になりました。
松本，冨岡，和気　　本日より，18日（木），19日（金），20日（土）と３日間，日本商工会議所青年部

第35回全国大会「吉備の国おかやま大会」が開催されます。5,900名以上の本登録があり，
岡山の魅力をおもてなしの心で発信してまいります。応援よろしくお願いいたします。

 20件　122,000円



　なお，坪井住職により投下された「２本の宝筒」は，岡山東ロータリークラブが２月７日奉納した逗子
に納められ，西大寺観音院に飾られます。

探鳥同好会「バーディングクラブ」後楽園探鳥会（2/21）
　２月21日（日）の午前中，会員９名とご家族，OB の田中ご夫妻，交換留学生ジェイドさんら総勢17名が
参加して探鳥を楽しみました。場所は芝焼きも終わって春の訪れが待たれる岡山後楽園で，日本野鳥の会
の太田さんの案内で探鳥し，27種類の野鳥に出会いました。間もなく北へ旅立つカモ類が多く見られまし
た。探鳥の途中では，バーディングクラブ山田会長ご夫妻が用意して下さった手作りのハムサンドや温か
いコーヒー，お菓子などいただきながら，楽しい探鳥の一時を過ごしました。

福男児，交換留学生のジェイドさんと共に記念撮影



地域で守ろう
こども虐待防止フォーラム（2/21）

　２月21日（日），13時30分より，我がクラブ主催の「こども虐待防止フォーラム」が岡山国際交流
センター８階イベントホールにて開催され，会員52名，一般参加者81名，合計133名が参加して行わ
れた。
　これは，社会奉仕委員会の社会奉仕事業として企画されたもので，育児放棄や幼児虐待などのこ
どもの虐待が社会問題となり，様々なところで表面化しており，心を痛める事件も多数報道されて
いるところ，地域で子育てをすると言うこと，こどもを守ろうとの趣旨の下，開催されました。
　第１部の基調講演として，小林県議会議員の「岡山県のこども虐待の現状と課題」，シェルターモ
モの西﨑専務理事の「児童虐待の現状と自立支援を通じて見えてくるもの」をお話しいただきまし
た。
　第２部のパネルディスカッションでは，当クラブの井上英雄先生をコーディネーターとし，パネ
ラーとして，岡山市こども相談所所長の山本忠司氏，新天地育児院院長の梅里拓志氏，シェルター
モモの西﨑専務理事で行われ，虐待の連鎖を断ち切ることや，虐待にあったこどもをいかに立ち直
らせるかなど，様々な意見交換がなされました。
 ［文章提供：冨山直司　社会奉仕副委員長］

荒川謙三会長　挨拶
　昨日，西大寺の会陽がありました。岡山では，会陽が済むと春が来ると言われていますが，
まだまだ寒さも続きますのでお身体にはお気を付けください。
　本日は多くの皆様にお越しいただきありがとうございました。このフォーラムは，岡山東
RC が社会奉仕事業の１つとして行っていますが，多くの方が RC についてご存じではないと
思いますので，少し説明させていただきます。RC は1905年２月23日にシカゴにおいて誕生し
ました。明後日で丁度111年になります。現在200カ国以上の国々に約130万人のメンバーがい
ます。岡山県には約1,500人，岡山市内には約830人がおり，14のクラブに所属しています。目
的は「何か良いことをしよう」，「人のためになることをしよう」であり，人に，地域に，世
界に対して何ができるかを考え活動しています。本日のフォーラムもその事業の１つであり
ます。
　当クラブのメンバーは，岡山において事業を行っている経営者，支店長，医師など，その
業界においてはトップレベルの人達であり，その多業種であるが故に色々な考え方，発想が
出てきます。その人達がお互いに刺激し合い，懇親を深め，知識を深めながら RC の一人の
メンバーとして活動しています。
　「こども虐待」は，最近マスコミでも多く目にします。そのため個々の団体だけでなく，行
政においても色々と取り組みがなされています。この問題は単に親と子供と言うような点で
の問題ではなく，いずれいじめにも関係します。またその後の子育てにも続く問題です。す
ぐに解決することではありませんが，このフォーラムが，本日ご参加いただきました皆様に
少しでもお役に立てば，このフォーラムを行った意義があり，RC の目的が達成されたと考え
られます。前半ではご清聴いただき，後半では活発なご意見を頂戴いただければと思います
ので，よろしくお願いいたします。

（要旨）

■岡山県のこども虐待の現状と課題
　岡山県議会議員　環境文化保健福祉委員会 委員長　小林孝一郎 様

　最近，地域と子どもの関わりが薄くなり，また家庭において育児の負担が
母親などある特定の人にかかってしまうなど，地域・家庭における子育て力
の低下が進展しており，子どもへの虐待の原因になっていると言われていま
す。

特集



　国においては，平成12年に虐待防止の法律を制定しているところですが，全国的には児童虐待相
談対応件数は増加の一途をたどっています。岡山県では相談件数は減少傾向であるものの，重篤な
虐待事案が増えており，放置できない問題であることから全国で４番目となる虐待防止条例を制定
し，虐待防止に取り組んでいます。
　虐待を受けて育った子どもが親になった時，自分がされたと同じことを自らの子どもにしてしま
う「虐待の連鎖」を断つことを岡山県では重視しています。そのために，子どもを守るだけでなく，
育児中の親も守る施策を県内市町村や岡山大学と連携し，また，全国的な仕組みを活用しながら強
力に推進しています。
　皆様にも虐待と思われる事実を知ったときは，児童相談所共通ダイヤル（189番）や市町村窓口，福
祉事務所などにいち早くお知らせいただくようお願いし，地域全体で子どもを守っていきたいと考
えています。

■児童虐待の現状と自立支援を通じて見えてくるもの
　子どもシェルターモモ 専務理事　西﨑宏美 様

　NPO 法人子どもシェルターモモは，虐待やその他の理由で家庭や児童養護
施設で暮らすことのできない15歳から20歳までの子どもたちに，居場所とし
て緊急避難先や共同生活の場を提供し，子どもたちの自立を支援することを
目的に設立された団体です。
　法人で保護した子どもはほとんどが被虐待児です。身体的虐待，性虐待，
ネグレクト，精神的虐待，教育的虐待のうち，複数の種類の虐待を受けているケースが多く，また
虐待により，身体，知的発達，情緒・心理面，行動，対人関係など幅広い面で悪影響が出ています。
その結果更に対人関係を築くことが苦手となり，ますます孤立を深めてしまうのです。虐待は長く
続くと，人格が壊れてしまいます。また年齢が高くなるほど恢復に時間がかかります。ですから，
周囲が早めに虐待に気づき，支援を開始することが重要で，シェルターからの退所後に引き続き支
援をする必要もあります。
　私たちは，「みんな私を憎んでいる」，「おとな だいっきらい」と心を閉ざしてしまった子どもた
ちに「モモは，あなたが“もういらない”と言うまで，絶対手を離さんよ！」というメッセージを
送ってきました。地域全体であたたかい「おせっかい」の心を持つことが必要です。

■「こどもの虐待防止について考える」児童相談所の立場から
　岡山市こども相談所 所長　山本忠司 様

　虐待の定義はあくまで子ども側の定義であり，親の意図とは無関係です。
その子が嫌いだから，憎いから，意図的にするから，虐待というものではな
い。親はいくら一生懸命であっても，その子をかわいいと思っていても，子
ども側にとって有害な行為であればそれは虐待である。我々がその行為を親
の意図で判断するのではなく，子どもにとって有害かどうかで判断するよう
に視点を変えなければならない。
　周囲の人が虐待を受けたと認める児童を発見した場合はすみやかに関係機関に通報してください。
通報は“告げ口”ではありません。地域全体でこどもたちを守っていきましょう。

■「こどもの虐待防止について考える」児童養護施設の立場から
　児童養護施設新天地育児院 院長　梅里拓志 様

　子どもは何のかかわりもない大人に虐待の相談はできません。今，子育て
が核家族化の問題もあり孤立化しています。社会に今必要なものは人に対す
る関心です。子育ての現場に明るい話題を持ち込み，子育てをしている方と
関係性を持つこと，労ってあげること，評価してあげることが児童虐待を少
しでもやわらげていく効き目のある第一歩であると考えています。
　正しい福祉ではなく，楽しい福祉を実践していきたいと思っています。施設の中でいろんな取組
みをしていますが，明るい話題を地域に提供していけるような，そしてこどもたちの明るい様子を
覗きに来てもらえるような場所づくりを考えています。



「地域で守ろう　こども虐待防止フォーラム」
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オレンジリボンキャンペーン 
グッズ販売

荒川会長の開会挨拶

フォーラム会場の様子

コーディネーターを務めた井上英雄会員とパネラーのみなさん

講師，パネラーの先生を囲んで記念撮影


