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《ゲスト》

《ビジター》

《本日のお祝い》

お誕生日
10月 25日 杉山明喜雄
10月 26日 杉田至弘

《会長代行挨拶要旨》
r職場見学会J

結婚記念 日

10月 23日 勝山國太郎 君
10月 27日 杉田至弘 君

Rotary Club Of Shizuoka East

―ロツトヘのフレセントになろう

静岡束ロータリークラブ
会長 杉山明言雄 幹事 新問桂子

平成 27年 10月 22日  天候 晴

向かうバスでした。

我々は、最初に長泉町の米山梅吉記念館に向かい記

念館で勝山パス トガバナーの講演を伺つたのち御殿場

に向かつて昼食後、和菓子のとらや工房、ついで、隣

接する岸元首相の自邸を見学してキリン富士御殿場蒸

留所を経て、リクエス トのあった二の岡ハムに立ち寄
つて無事帰着しました。

米山梅吉記念館は恥ずかしながら私にとっては初め

ての場所でした。講堂で勝山先生から米山翁の生い立

ち、人となり、業績、特に日本で最初のロータリーク

ラブ創立までのご苦労や設立後のご尽力等についての

ご講演がありました。今回の職場見学会は第 2736回の

移動例会にも当たりますので、はからずも記念館で開

会と閉会の点鐘を行うという大変貴重な経験をする事
が出来ました。勝山先生の講演の中で、米山梅吉記念

館新館の建設に際しては、わが静岡東ロータリークラ
ブの大先輩でパストガバナーであられた坂本豊美先生
が先頭に立って全国のロータリークラブに働きかけた
ご努力の結果、完成に至ったということは我々東クラ
プの名誉であり忘れてはならない事実です。 2階には

米山翁の業績を示す多数の展示品があり、記念館職員
の説明を聞いて日本におけるロータリークラプの歴史

変選を知る事が出来ました。太平洋戦争のために RI

を脱退したり敗戦後の復帰には長い時間を要したこと

や各々のクラブには RIの認証番号が振られていて、静
岡東クラプは No 14336で静岡クラブは No 14355で し

た。創立順の番号ではないようです。

米山梅吉記念館は機会を作つてまた訪れる必要のある

場所と思いました。

《パス ト会長会からの報告》 由利 浩志 君
10月 8日 に開催されたパス ト会長会において、次期会

長に大村幸代君、次々期会長に高日雅司君が選出され

ましたのでご報告いたします。
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新間 桂子 君

「手に手つないて」
r静岡東ロータリー』

フレデリック・ショパン

(ピアノ協奏由 第 1番 )

静岡市里親家庭支援センター

事務局長  望月 秀樹 様

なし

君

君

先週の職場見学会の

報告をいたします。

最初に大勢の皆様のご

協力で楽しく有意義な

職場見学会となりまし

たことに御礼を申し上

げます。講演をいただ

きました勝山先生、毎
年大変お世話になっている神野会員、親睦委員会並び
に職業奉仕委員会の会員の方々、キリンの大角さんに
は大変お世話になりました。ありがとうございました。
当日は21名 の会員が参加され、神野会員、望月会員は
ご夫妻で参加いただき、天候は全く雨の心配のない好
天に恵まれました。

当日の朝 8時過ぎに静岡駅南日の集合場所に向かつ
たところ静鉄バスが 1台待機していましたので近づい

て行つたところ「そちらは違います。」と声をかけられ
ました。商工会議所のツアーで群馬県の冨岡製糸所へ
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《来費車話》 《スマイル報告》

杉田 至弘 君  本日来賓卓話をお引き受け戴いた静岡市「静田市における里襲倒度J

静田市里親憲庭支援センター

事務局長 望月 秀樹 氏

世界ヘ

プレゼントに

供達の養育を里親に委託する仕組みです。

現在、社会的養護を必要とする人達は4万 6千人に

増加しています。社会的養護の実施主体には施設養護
と家庭養護の2種類がありますが、日本では 8割が施

設養護、 2割が家庭養護となつております。先進諸国
では家庭養護の害1合は 50%以上となつており、家庭で

育てることはあたりまえの状況となっています。
里親養育の効果としては、特定の大人と過ごすこと

で心の安定を持ち行動に積極性が表れる。子供が将来

家族を持つときのモデルになる。地域で必要とされる

社会性を身につける。里親が実家的な役割を果たすな
ど様々な効果が認められています。

日本では現在里親の委託率は全国平均で 16%と 言
われていますが、これを十数年かけて施設・ グループ
ホーム 里親をそれぞれ約 3分の 1の割合になるよう
すすめられています。

里親が増えない理由として、塁規制度の社会的認知

度が低く市民が里親のことを知らない。里親の希望す
る条件に合わない。里子が万―の トラブルや事故に遭
遇した時、里親としての責任が′心配である。施設入所
と比較して実親の同意が得られにくい。などがありま

す。

次に里親養育の課題としては、里親は子供を養育途
中で預かることになるため里親特有の養育問題が生じ

養育上の様々な不安や悩みを抱えることが多い。児童
虐待の増加とともに、委託される子供の中には心に傷
を持つ子供がいるため、様々な形で育てづらさが出る
ことが多い。里親子に対する地域の理解が進まず、な
かなかオープンにできないため近隣や地域の協力が得
られにくく孤立しがちとなる。

このような状況の中、当センターで実施している里
親支援業務は、普及啓発事業、研修事業、相談支援を
活動の 3本柱として取り組んでいます。この 3つの事

業をすべて行つているのは全国でも当センターだけで

す。この活動の結果、静岡市の里親等委託率は平成 17

年の149%か ら平成 27年の438%と 289ポイントも
上昇することになりました。

最後に里親支援の今後の活動としては、里親委託率
50%以上を目指し里親候補者を増やす。地域での里親
子の理解者を増やす。完結型の子育てから社会での子

育てへ変える。子供、障がい者、高齢者を支え合える
心豊かな地域づくり。以上の取り組みを行ってまいり
ます。

《クラブ会議グループからの連絡事項》

クラノ会議グループリーダー

里規制度とは家庭で

養育することができな

くなつた子供達を自分
の家庭に迎え入れ、豊

かな愛情と正しい理解

をもつて養育する里親

に、児童福祉法に基づ

き都道府県知事等が子

塁親家庭支援センターの望月秀樹事務局

長に感謝し、併せて未来を担う子供達の

健全なる成長を願いスマイルします。
今日は4時 30分に電話で利用者さんか

ら呼ばれそのまま仕事に入ることになり

ました。一度帰宅して着替える時間もな

くそのままの服装で出席せざるを得ませ

んでした。品位を落してしまいすみませ

ん。お詫びでスマイルします。
このところ毎週あちこち動き廻つており

まして結婚記念日のお花を頂くことも失

念するところでした。本日の幹事報告を

手にして気付きました。おネしとお詫びの

意をこめてスマイルします。
結婚記念 日のお花が秋晴れの朝届きまし

た。いくつになってもおたが属くのはう

れしいものです。ありがとうございまし

た。

結婚記念 日のお花ありがとうございまし

た。48回 目になります。もうすぐ何と

力‐

先週の職場見学会 とでも楽しく有意義
でした。神野さん、山下さんはじめ皆様

に感謝です。

先週の職場見学会はとても意義深いもの

でした。山下さん、ご協力頂いた皆様本

当にありがとうございました。

先週は職場見学会に初めて参カロさせてい

ただきました。神野さん、山下さん大変
お世話になりました。また ビール 飲

料等の差 し入れ 大角さん本当にありが

とうございました。

先 日の職場見学会にご参加をいただき

ありがとうございました。卓話をいただ

きました勝山先生、企画 運営にご尽カ
いただいた神野さん小山さんには深く感

謝申し上げます。

茜色の絵画を手に入れました。会議室に

飾つたら心があたたかくなったので、ス
マイルします。
先週の米山記念館訪間に参力1していただ

きありがとうございました。勝山先生の

卓話は大変勉強になり、米山梅吉翁の偉

業を再認識することができました。今週
からヨーロッパに 8日 間でオース トリ
ア オラング・ ドイツ デンマーク フ

ランス イタリアと強行軍の出張に行つ

てまいります。メーキャップはしてお り

来週のロータリーは出席いたします。

寺澤・●t子 君

勝山 國太郎 君

大村 幸代 君

白利1浩志 君

望月 康弘 君

浅野 裕史 君

小山 宏之 君

山下 勝央 君

伊藤 洋一郎 君

神野 一成 君

鈴木寿人

会報作成について「卓話原稿が無い場合は写真 画像データ

など工夫して 原稿起こしの作業無しに会報作成作業を効率

化するJこ とを 9月 3日 の理事会にてご承認いただきまし

た。ご理解ご協力よろしくお願い致します.

く会報作成>佐久間 武

≪出席報告》
会員数 出席 欠 席 MU 完全欠席 確定出席率

10/22 53(49)

10/15 53(46) 21

10/8 53(49) 42 7 3 3 93 88%


