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第992回例会

平成22年９月９日（木）

◉本日の例会プログラム ゲスト卓話「中津東高校定時制紹介」
教頭

安野

豊治

氏

◎次回例会プログラム 「ロータリー夜学」 二反田新一副会長
（18：30〜 グランプラザ中津ホテル）

前回
（991回例会）
の記録
平成22年９月２日（木）
■ゲスト
聖ヨゼフ寮 施設長
田村 寛 氏
■ビジター
多田一三君、中村正明君
（中津中央RC)

◎ロータリーソング

■出席報告
会 員 数 25名
免 除 者 数 ０名
対 象 者 数 25名
本日出席者 24名
欠 席 者 数 １名
出 席 率 96.00%

君が代

◎会長の時間
会長 青木秀暢
先月に比べ朝夕が多少過ごし易くなった
とは言え、まだまだ、毎日暑い日が続いて
います。さて、今月は、新 世代月間です。
新世代月間にふさわしい卓話も組まれてい
るようなので、この機会に一人一人が少しでも、新世代に
関してご理解を深めて頂きたいと思います。
地区の方では、新たに「GSE復活、青少年交換の復活・
RYLA復活」を今年度の地区目標としています。ロータリー
の青少年への奉仕は幅広いのでありますが、中津中央RC
がローターアクトの解散をしたように、各クラブの活動は必
ずしも活発ではないのが現状のようです。次世代を担う青
少年の育成は、我々に課せられた重大な課題であります。
まずは、出来る事から少しでも始めたら良いのではないか
と思います。
話は変わりますが、先週末に、辛嶋地区委員長主催の
地区セミナーに土居幹事・若松会員・二反田会員・大和会

■前々回出席報告の修正
前々回欠席者
６名
メイクアップ
３名
欠
席
者
３名
修正出席率 76.00%→

88.00%

●メイクアップ
若松、辛嶋、土居
（地区セミナー）

●欠席者
出納、松本、永松（浩）
員・川崎会員と私の７名で参加してまいりました。後ほど辛
嶋委員長の方から話があると思います。
◎幹事報告
小野前幹事
●例会変更 中津中央9/21（火）→18：30
～観月例会 割烹たはら、宇佐・大分・大分
東・大分臨海・大分南・大分中央・大分城
西・別府東・別府北・湯布院各RC
●週報受理 中津中央・仙台平成・佐伯・宇佐 各RC
●報告事項
・ロータリーの友9月号届く
・お別れの会ご案内（1980～1981ガバナー福島親比古様）
・本例会終了後理事会開催

◎例会の食事メニュー
初秋の膳
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◎委員会報告
・親睦担当 川崎会員
先週の「夏ばて対策食事例会」の費用が予想よりも安く
出来ましたので、皆さんからは2,000円の参加費を引き落と
しさせていただきます。
・姉妹交流担当 江渕会員
2010/10/29（金）に仙台で姉妹交流例会が開かれます。
観光シーズンであるため宿泊等、早めの予約が必要です。出
欠表を回覧します。
・新世代担当 長野（定）会員
2010/9/26（日）清浄園との交流会を安心院家族旅行村
で開催します。当日、清浄園を9時出発、または現地に10時
までに集合願います。多数の会員のご参加をお願いします。
・IT広報担当 永松（浩）会員
地区ホームページに動画とツィッター意見交換の場が出
来ています。皆さんご活用ください。
・クラブ広報委員長 大和会員
ロータリーの友の紹介をします。P26にロータリー米
山記念奨学事業の基礎知識、P28に「決議23-34」につい
ての説明があります。ぜひご一読ください。
・副会長 二反田会員
2010/9/16（木）の例会は「ロータリー夜学」となります。
18：30～グランプラザ中津ホテルです。出欠表の記入願い
ます。
◎その他報告事項
担当：クラブ管理運営委員会
・地区管理運営大委員長 辛嶋会員
2010/8/28（土）大分市にて地区管理運営セミナーを開
催しました。当クラブからは私を含め７名が参加し、総数で
は185名の出席を頂きました。予想より多かったため急遽席
の増設等のお手伝いを頂きましたが、おかげで有意義なセ
ミナーを無事終了することが出来ました。ガバナー月信で詳
しい内容をご報告いたします。ガバナーからの要請で年度
内にもう一度開催予定です。その折はまたよろしくお願いい
たします。
◎ニコニコボックス
担当：クラブ管理運営委員会
○辛嶋会員
先週の地区セミナーが無事に終了しましたことと、例会欠
席中に出席委員会より記念品を頂いてます。ありがとうござ
いました。
○土居幹事
本日所用で例会出席時間が遅れ、小野前幹事にまたお
世話になってます。
○二反田会員
地区セミナーに出席して勉強してきました。近くにコンビ
ニが出来ました。
○出納会員
今月はロータリーと清浄園の催しを企画して頂き、ありが
とうございます。九州全域を対象とした施設の野球・バレー
ボール大会が８月18・19・20日の３日間開催されました。
当園は男子野球が３位となりました。
○矢頭会員
子供の少年野球大会が大阪で開催されました。残念な
がら１回戦で敗退しましたが、その相手チームが優勝しまし

地域を育み、
大陸をつなぐ

た。別の福岡大会では、準々決勝で敗れましたが、またそ
の相手チームが全国大会で準優勝しました。実力がありな
がら、くじ運が悪く悔しい思いをしましたが、子供たちが熱
中症にもならずに元気なのがなによりです。
○小路会員
本日の週報の私の写真がとてもよく（若く）撮れています。
現在78歳6 ヶ月になりますが、診療、ロータリーともに元気
にがんばって参ります。
○大和会員
地区管理運営セミナーでは辛嶋地区管理運営大委員長、
大変お疲れ様です。出席させて頂き、昨年モヤモヤしてい
たものがセミナーですっきりしました。ありがとうございます。
○若松会員
先週の夏ばて対策食事例会では会員の皆さんからのお酒
等の寄付をありがとうございます。週報掲載の当日メニュー
写真を見ましてあらためて感心しています。まさに職業奉仕
を実践して頂き、小野会員ありがとうございます。
◎ゲスト卓話
「子供たちを取り巻く環境」
聖ヨゼフ寮 施設長
田村 寛 氏
～社会的養護を必要とする子どもへのケアを通して～
●児童養護施設
孤児院から出発して戦災孤児救済をして、現在は母子・
父子家庭・両親のいない子どもの生活保障（今は両親が
揃っている場合もある）
・２～ 18歳まで受け入れ
●聖ヨゼフ寮
S8.12.孤児院として創立→ドンボスコ学園→聖ヨゼフ寮
（H9.4から、幼児、女子受け入れ）
・入所児童 現員32名（定員35名）職員数22名
・児童クラブ“まりあ”（学童保育）、修道院併設
●子どもたちの１日の生活の流れ
16：30 起床・朝食・登校（学校には職員と一緒に登校）
15：00 下校・宿題・明日の準備・おやつ・自由時間・
野球（児相通所・通院・学校との連絡調整）
18：30 夕食・お祈り・自由時間・入浴・学習
22：00 就寝（受験生は23時まで職員と勉強）
●子どもたちを取り巻く環境の変化
急激な時代変化（経済、政治、文化、教育、家庭）
●児童養護施設の現状 ～職員の不足と負担～
・現在の児童養護施設は不適切な関わり（虐待等）を受
けた子どもの増加によって、より手厚い支援が必要と
なっている。
⇒人員不足を補うためにオーバーワークした職員が疲れて
辞めていくこともある。
●児童養護施設の役割は年々大きくなっている。
・地域の子育て相談援助
・虐待の予防と早期発見
⇒様々な関係機関や地域と連携が不可欠
社会的養護＝“社会全体で支える力”
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