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第2366例会

▲

本日のプログラム
「職業奉仕にちなんで」
大西直規 職業奉仕委員長

No.2211
２月22日のプログラム
「イニシエーション・スピーチ」
松永光弘 会員
「イニシエーション・スピーチ」
津島伸章 会員

例会報告（2/8）
出席報告
会員数 100名（内出席免除者13名）
出席者 78名（内出席免除者出席13名）
出席率 78.00％（前々回訂正後出席率93.00％）
ビジター ０名

お 食 事
鰤シャブ鍋
（鰤 野菜 ポン酢紅葉卸し）
，小
鉢（備長鮪と大根甘酢），御飯，フルーツ，
コーヒー

会長挨拶・報告
皆様こんにちは。寒い日が続きますが，いかがお過ごしですか？ 本当にどこかあったかい所でも行き
たいですね。本日の卓話にお越しいただいている中山芳一様に「いま，なぜ「保育」なのか？」という演
題でお話しをいただきますが，これは２月11日の「企業と子育てについてのシンポジウム」の前段でござ
いますので，本日の卓話を聞いて，続きをまた２月11日にさん太ホールの方へ足をお運びください。保育
に対する思いが180度変わるかもしれません。ぜひ２月11日は13：30より16：30まで，さん太ホールへお越
しください。よろしくお願いします。本日の山陽新聞にもシンポジウムの紹介記事が掲載されていました。
幹事報告
１．次年度，2018-19年度版の「ロータリー手帳」注文書が届きましたので，回覧いたします。購入希望
の方は，名簿に○印をお願いいたします。
２．２月５日（月）６RC 幹事会が開催され，出席してまいりました。
３．他クラブ週報を回覧いたします。
新会員へのバナー贈呈
国際ロータリー第2690地区 2017-18年度ガバナー 池上正様よりバ
ナーが届いており，藤井一也会長より11月入会の新会員，松永光弘会
員へバナーの贈呈が行われました。

委員会報告
●職業奉仕委員会 大西直規 委員長
本日例会後にシンポジウムの関係の皆さんはお集まりください。尚，２月11日にシンポジウムがありま
す。皆さん，奮ってご参加のほうよろしくお願いいたします。
●ゴルフ同好会 末藤達也 親睦活動副委員長
２月12日ゴルフ同好会煩悩部会特別例会が東児が丘マリンヒルズゴルフクラブで開催されます。ご出席
予定の皆さんはお忘れなきようよろしくお願いいたします。
●麻雀同好会「東風の会」 横手典明 会員
２月10日13時からロイヤルマージャンクラブで東風の会を開催します。今現在参加者は16名です。体調
を整えて16名皆さんご出席なさるようよろしくお願いします。
●探鳥同好会「バーディングクラブ」 山田泰照 同好会会長
本日同好会の皆さんにはレターボックスに入れていますが，今月25日の日曜日，後楽園で探鳥会をやり
ます。お忘れのないようにご参加ください。また同好会に入っていない方でも探鳥してみたいという方は
私までご連絡ください。

SAA
●スマイル●
藤井
中山さん今日よろしくお願いします。２月11日の本番もお世話になります。非認知能力
興味あります。もうこの年齢だけにいまさら能力向上もないか。ムリか。
横山
１月第１（11日）第２（18日）と所用の為欠席。新年特別例会も御迷惑をかけました。１月
ゴルフ同好会は私のホームクラブ帯江で開催。前後日共雪でしたが無事終了できました。
更井
50周年記念委員会編成表が発表されました。皆様のご協力をよろしくお願いします。
舟橋
中山芳一先生，ようこそ岡山東 RC へ。いつもお世話になっています。本日の卓話，楽
しみにしています。また，11日日曜日のシンポジウムではさらにお世話になりますが，
よろしくお願い申し上げます。
藤岡
①内山隆義さん，昨日大変ありがとうございました。 ②大西さん，ありがとうございま
した。
冨岡
①岡山大学准教授 中山芳一様，岡山東 RC へようこそお越しいただきました。 ②「ゼ
イゼイ」と冬に鳴くセミ，個人の確定申告の時期がやってきました。近日，無料相談に
行ってまいります。皆様，申告はお早めに！
内山（淳） 中山芳一様，ようこそ岡山東 RC へお越し下さいました。本日の卓話，11日のシンポジ
ウムの講演を楽しみにしています。
大西
①中山先生卓話楽しみにしています。 ②２月11日はシンポジウムです。多数のご出席をお
願いいたします。 ③準備関係者の方々，大変良くやっていただいております。感謝です。
眞殿
①先日，弊社70周年に岡山東 RC の皆様にご案内出来ず申し訳ございませんでした。ま
たわざわざ貴重な時間を使って参加いただきました皆様，ありがとうございました。 ②
結婚記念日（40年）においしいメロンをありがとうございました。
菅野
スマイルに協力。
安藤
初めてカンボジア（首都・プノンペン）に行ってきました。行きは飛行機で30分，130ド
ル。帰りはバスで９時間，10ドル。中国語の看板がたくさんでした。陸路で国境を越え
るのはドキドキでした。
日名
先日のゴルフ同好会で，恥ずかしながら，ハンデのみで２位になりました！ ジャスト
煩悩でした。早く煩悩を脱けれるよう頑張ります。
弘中
過日は I.D.M. にてご利用いただき誠にありがとうございました。
末藤
誕生日のお祝いありがとうございました。
松平
結婚記念日のメロンありがとうございました。昨日いただいたと家族から伝えられまし
た。
齋藤（信） 中山先生ようこそいらっしゃいました。
貝原
S.A.A. に協力します。

17件 85,000円

２月８日のプログラム

国立大学法人 岡山大学 准教授
日本放課後児童指導員協会 副理事長
中山芳一 様

「いま，なぜ「保育」なのか？」

１．まず，「保育」とはなにか？
「保」→ 守る（ 乳児を抱きかかえる人）
「育」→ 育てる
「保育」→養護と教育→（身体的）養護と（精神的）ケアと（発達的）教育
２．次に，「保育」の成り立ちは？
（１）乳幼児保育の場合
1871（明治４）年 アメリカ人宣教師が混血児救済のための託児所（横浜）
1890（明治23）年 日本人が新潟で初めて託児所（静修女学院附設託児所）
1900（明治23）年 紡績工場などで働く女性のための託児所（二葉幼稚園）
〜以降，戦災孤児のための託児所や農家の繁忙期のための託児所など
1919（大正８）年 救貧・治安対策の一環で公立保育所が開設
1948（昭和23）年 児童福祉法が制定 保育所は「児童福祉施設」へ
※保母＆保父という民間資格→2003（平成15）年に国家資格「保育士」へ
（２）学童保育の場合
1948（昭和23）年 保護者の願いから学童保育所が誕生（大阪）
〜しかし，それ以前にも…
1966（昭和41）年 文部省（当時）による「留守家庭児童会補助事業」
1976（昭和51）年 厚生省（当時）による「都市児童健全育成事業」
1991（平成３）年 厚生省（当時）による「放課後児童対策事業」
1998（平成10）年 厚生省（当時）による「放課後児童健全育成事業」
遂に児童福祉法第６条（児童福祉事業）へ位置づく！
※学童保育指導員や放課後児童指導員という呼称はあるが，固有の資格はなし
３．そして，「保育」の現状は？
（１）現在の乳幼児保育所及び学童保育所の利用状況
乳幼児保育所

平成29年４月１日現在

学童保育所

平成29 年５月１日現在

設置個所数

利用児童数

23,410か所
（32,793か所）

2,116,341人
（2,546,669人）

24,573か所

1,171,162 人

（２）我が国の少子化対策施策の変遷
1990（平成２）年 1.57ショック
1995（平成７）年 エンゼルプラン
2000（平成12）年 新エンゼルプラン
〜
2015（平成27）年 子ども子育て支援新制度
➢認定こども園（０〜５歳）
幼稚園と保育所の機能を併せ持ち，地域の子育て支援も行う
➢地域型保育（０〜２歳）
家庭的保育，小規模保育，事業所内保育，居宅訪問型保育
➢地域子育て支援
放課後児童クラブ，ファミリーサポート，病児保育，一時預かりなど
４．さらに，「保育」のこれからは？
（１）かわいそうな子どもが行く所
→戦災孤児，単親家庭の児童，両親共働きの児童（かぎっ子）

（２）子どもの権利を護る所
→子どもの権利条約（日本は1994年に批准）の生きる権利や育つ権利
Welfare → Well-Being へ移行
（３）子どもの「能力」を伸ばせるところ
→遊びの不足，多様な体験の不足，人間関係の希薄化
「非認知能力」や「ソフトスキルズ」が先進国を中心に注目！
学校だけではできない教育を生活や遊びの場を基盤とした教育に期待！！
５．この続きは，２月11日（日）へ…

麻雀同好会「東風の会」
（2/10）
２月10日（木）ロイヤルマージャン CL にて，寒い雨の日にもかかわらず14名の会員が参加し，本年度第３
回目の競技会が開催されました。今回も役満の出やすい３人打ちとなったため，四暗刻（更井パスト会長，
石井パスト会長）
・国士無双（舟橋会長エレクト）と，３回役満が出る浮き沈みの激しい波乱の展開になりま
した。結果は３位更井パスト会長，２位佐々木東風の会幹事，そして優勝は齊藤博臣直前会長となりまし
た。次回第４回競技会は遠征大会であり，日程と遠征先について話し合われました。多数のご参加をお待
ちしています。

［文章・写真提供：横田亮 会員］

優勝

齊藤博臣 直前会長

２位

佐々木篤 東風の会幹事

３位

更井正人 パスト会長

第２回ゴルフ同好会煩悩部会特別例会（2/12）
２月12日（月）に岡山東ロータリークラブ ゴルフ
同好会特別例会「第２回煩悩部会」が東児が丘マリ
ンヒルズゴルフクラブに於いて開催されました。
天候は寒中に耐え風雪の中でしたが，「煩悩」を
祓うべく精進して参りました。
表彰式では暖かい雰囲気の中，反省と懇親を深め
閉会となりました。
成績の結果は優勝・三垣会員，準優勝・佐々木会
員，３位・藤岡会員，108煩悩賞は菅野会員となり
ました。
 ［文章・写真提供：末藤達也 親睦活動副委員長］

優勝

三垣日出人 会員

準優勝

佐々木篤 会員

３位

藤岡千秋 会員

108煩悩賞

菅野正則 会員

特集 「乳幼児保育・学童保育の現状と可能性
−保育のさらなる充実を目指して−」
（2/11）
企業と子育てについてのシンポジウム

２月11日（日）13時30分より，さん太ホールで職業奉仕・社会奉仕合同事業の企業と子育てについ
てのシンポジウム「乳幼児保育・学童保育の現状と可能性」が行われ，270名（会員48名を含む）もの
方が来場されました。シンポジウムは３部構成となっており，まず第１部では，岡山県立大学教授
佐藤和順様による「乳幼児保育・学童保育のいま」，続いて第２部では，岡山大学准教授 中山芳
一様による「保育や放課後が育てる子どもたちの力」と題した講演が行われました。第３部は株式
会社クリエイティブコンセント 取締役 岩井紗弥花様，官公学生服株式会社 代表取締役社長 尾
﨑茂様，片山工業株式会社 総務課 赤堀美穂様，おかやま放課後児童クラブ運営機構 代表理事
矢吹真子様の４名のリレートークが行われ，会場からも活発な質疑がありました。また会場には託
児ルームを設けており，こちらも多くのご家族にご利用いただきました。
シンポジウムの企画運営をされた，大西直規職業奉仕委員長をはじめとする職業奉仕委員会の皆
様，渡邊修司社会奉仕委員長をはじめとする社会奉仕委員会の皆様，また当日お手伝いに参加され
た会員の皆様には厚く御礼申し上げます。
会長挨拶
本日，企業と子育てについてのシンポジウムを開催しましたところ，本当に寒い中大勢の方
にお越しいただき本当にありがとうございます。先ほどロータリークラブの DVD をご覧いた
だきましたが，もう少しだけご紹介したいと思いますのでおつきあいください。
ロータリークラブは1905年にアメリカのシカゴで誕生しました。その1905年の時代背景を考
えますと，禁酒法の時代で，映画でありますアンタッチャブルのようなマフィアが暗躍して，
商取引も，また人々の気持ちも荒んだような，そんな時代背景でした。その中でシカゴで事務
所を開いていたポールハリスが仲間３人と本当に信頼できるメンバーと公正な取引ができない
かと毎日会合して話しをしていました。もともとそれがロータリーの会合の始まりだと聞いて
います。また，ロータリーという名前の由来ですが，各事業所で持ち回りで会合を開いた「ぐ
るぐる」まわるということでロータリーという名称で誕生したそうです。現在ロータリークラ
ブは200の地域で1,220,185人の会員がいます。日本では2,262ロータリークラブがあり，89,871
人の会員がいます。ここ岡山県では38クラブ，1,700名のロータリアンがいます。我々は職業奉
仕，職業倫理に基づいて，それにともなう社会奉仕を行っています。
本日のシンポジウムもそれに基づいて，私たちが考えて開催させていただいております。１
部では「乳幼児保育・学童保育のいま－待機児童問題・貧困家庭を中心に－」ということで佐
藤和順先生に講演いただき，２部では「保育や放課後が育てる子どもたちの力－非認知能力を
てがかりに－」ということで中山芳一先生に講演いただきます。３部では乳幼児保育，学童保
育，企業内保育といったプロフェッショナルな方々に登場していただいていろいろな視点から
お話をしていただきます。
このシンポジウムで後々，待機児童がゼロになったり育てやすい社会が出来ることを祈念い
たしまして冒頭の挨拶にかえさせていただきたいと思います。１時半から４時半まであります
が，皆様方長い時間になりますが，最後までお付き合いいただければと思います。どうもあり
がとうございました。

藤井会長の挨拶

司会の影山会員

第１部講師

パネリスト
岩井紗弥花 様

佐藤和順 様

パネリスト
尾㟢茂 様

大西職業奉仕委員長

第２部講師

中山芳一 様

パネリスト
赤堀美穂 様

賑わう託児コーナー

第３部

パネリスト
矢吹真子 様

リレートーク

質問をする寺坂会員

藤岡副会長の閉会挨拶

会員の皆さまのご協力ありがとうございました。

シンポジウムに参加して

土岩剛志 会員
２月11日（日）に企業と子育てについてのシンポジウムへ参加しました。
講演は，保育の現状やあり方について話されていましたが，とくに女性
の参加者が多く，とても注目されていると感じました。
講演内容は，相対的貧困やワーク・ライフ・バランスとの関係，非認知
能力など専門的なことを分かりやすく説明していただいて多くの学びがあ
りました。
現在，待機児童等注目の保育を多くの方に知ってもらう活動はとても素
晴らしいと思いましたし，私自身もロータリアンとしての活動を知る良い機会になりました。

