
・点　鐘　矢島高明会長
・ソング　君が代　奉仕の理想
・四つのテスト唱和　半田職業奉仕委員
・ビジター（日高）犬竹一浩様：４０周年実行委員長
　　　　　　　 鈴木敏藏様：会長
　　　　　　　 長谷川 悟様：幹事
　　　　　　　 小坂雅彦様：４０周年総務部長
・卓　話　関根 歩様

◎（日高）犬竹実行委員長ご挨拶
　日高ＲＣは飯能ＲＣを親クラブ
にＳ５８年に創立しました。３１人居
た会員は今、約２０人ですが、お蔭様
でここまで来ました。昭和天皇は
日高に計５回来られています。入

間の陸軍士官学校航空隊卒業式に御召列車で３
回、旭ヶ丘の予科練飛行場に１回、戦後の日本
セメント落成式に１回。１１／１５（火）周年式典では

「昭和天皇記念館」副館長・梶田様より講演「埼玉
県西部地区と昭和天皇」を頂きます。皆様のご出
席をよろしくお願い致します。

【会長報告】
　日高ＲＣの皆様ようこそ。式典楽しみにして
おります。
　テーブル配置についてご意見を頂戴したとこ
ろ、本日の横型を継続する事になりました。
　９／２６付、村田ガバナーより９／２２地区大会
参加への御礼。大会での議案第１～８号の中で
来年５／２７～３１メルボルン国際大会、次年度
地区大会２０２４年３／１６・１７（ホスト：深谷ＲＣ）
の開催が決定しました。「飯能地区地域安全暴力
排除推進大会」１０／３０飯能市市民会館・小ホー
ル１０時～参加自由です。「第５１回ロータリー

研究会・神戸」１１／１９～２２。クールビズ期間
の最初の５月と最後の１０月は上着着用との事

（ネクタイは不要）。よろしくお願い致します。

【幹事報告】
　第５回理事会：前回議事録確認、１２月プログ
ラム承認、親睦ゴルフ・Ｘマス家族会承認、親睦
旅行については再検討。９／２８第２回会長幹事
会：ＩＭ開催は無し、ガバナー補佐は第３グルー
プ１１クラブ内の輪番制で選出、（地区社会奉仕
委員会）ウクライナへの義援金ＢＯＸの設置。
ＲＣレート１ドル１４５円。

【委員会報告】
◎親睦活動委員会　　　　　　　　　五十嵐君
　１０／１９ＯＨ！！！「レストランFemy_」キャンセル
は１５日昼まで。親睦ゴルフコンペの案内を配付。
◎ロータリー情報委員会　　　　　　　土屋君
　入会３年未満の研修会「炉辺会談」１１／２（水）
１８時より当ホテル６階。ご出席をよろしく。

【出席報告】無届欠席０　永安寺出席向上委員

【Ｍ　　Ｕ】
９／２８（第３Ｇ）矢島（高）君、市川君

【結婚・誕生日祝】　　　　 山口親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう
　神田君、前島君
◇結婚記念日おめでとう
　神田君、小谷野（正）君、吉澤君、大附君

　馬場君、山川君、半田君、間邉君
◇会員誕生日おめでとう
　藤原君、木川（泰）君、中里（忠）君、町田君
　森田君、市川君
◇夫人誕生日おめでとう
　大木夫人、島田夫人、本間夫人、秦夫人
　間邉夫人、鈴木（勝）会員お母様、町田夫人

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・日高ＲＣ４０周年記念式典ご出席よろしくお
　願い申し上げます。　　（日高）犬竹一浩様
　　　　鈴木敏藏様、長谷川悟様、小坂雅彦様
・日高ＲＣの皆様ようこそお越し下さいました。
　　矢島（高）会長、市川幹事、馬場会長エレクト
　　森副会長、大﨑ＳＡＡ、髙橋君、中里（忠）君
　　　　　　　　　　　　　　　　　　本橋君
・関根さん、その節はお世話になりました。大変
　なお仕事頑張って下さい。　　　　矢島（巌）君
・関根歩様、本日の卓話の講師をお務め頂き有難
　うございます。よろしくお願い致します。福島君
・結婚記念日お祝い有難うございます。
　　半田君、山川君、馬場君、神田君、吉澤君
・入会記念日お祝い有難うございます。神田君
・細田伴次郎さん、表彰おめでとう。　山川君
・誕生日お祝い有難うございます。
　　　　　　　　　　　　　　町田君、森田君
・妻の誕生日お祝い有難うございます。
　　　　　　　　　　　　　　島田君、町田君
・第１回管鮑之交（かんぽうのまじわり）ゴルフ大会で
　優勝させて頂きました。　　　　　　吉野君
・早退します。　　　　　　　　　　　土屋君
本日計６０，０００円、累計額２５１，０００円。
◎１９日例会当番は和泉、伊澤会員です。

【卓　　話】
講師紹介　　　　　　　　福島社会奉仕委員長
　日高市のご出身で（社福）同仁学院 児童養護
施設 あいの実 施設長、同 児童家庭支援センター 
シャローム センター長、日高市児童福祉審議会
委員、会津大学短期大学部幼児教育学科および
越谷保育専門学校の非常勤講師をされています。

　このような機会を頂き有難うございます。同
仁学院の事、社会的養護を必要とする子ども達
の事を少しでも知って頂ければと思います。

「あいの実」「シャローム」「乳児院　さまりあ」
「ファミリーホーム　荒井ホーム」の４つの事
業を主にやっています。
「社会的養護」とは、何らかの事情で親と生活
出来なくなった子ども、親が養育すべきではな
い子どもを、公的責任において養育する事業の
事です。「養育すべきではない」とは、今、社会
問題になっている、虐待の状況下にある子ども
をお預かりしているという事です。
　Ｓ２０年に戦災孤児のための児童養護施設と
して当法人は設立されましたが、現在では虐待
を受けた子どもを助ける事が大きな使命となっ

ている感じです。特に乳児
院やあいの実には虐待を受
けた子どもが多数入所して
いるような状況です。シャ
ロームでは子育てに関する
悩みを抱える家庭を支援す
る事業をしていて、発達障
害のある子どもを育てる事
で困っている親御さん達を
支援するような事業もして

おります。日高市だけでなく飯能市でも子育て
支援課等と協働で事業を進めております。
　映像をご覧頂いて、子ども達の生活の状況を
知って頂ければと思います。〔映像鑑賞〕
　子ども虐待の、埼玉県の現状はどうかという
事なのですけれども、全国的に見て子ども虐待
が深刻になっているところというのはコロナウ
イルス感染症が拡大している都市部においてで
すので、東京に隣接していて人口も多い埼玉県
では子ども虐待は非常に深刻な状況になってお
ります。
　私の施設では定員４４人で３８人が入所して
おります。児童養護施設への入所というのは、
１回、児童相談所に子どもが保護され、そこで

「この子は児童養護施設への入所が必要だ」と判
断された時に入所依頼があって入所するわけな
のですけれども、今、子ども達が落ち着かない
寮がいくつかあるので、定員を一杯にしないで
やっているのです。定員を一杯にしてしまうと
職員が疲弊してしまうために空きがあるのです
が、空きがあるものですから児童相談所がもの
すごく依頼をして来ます。多い時は１日に１０回
位あります。
　虐待で子どもが亡くなるニュースを皆さん聞
かれると思います。「何で子どもが保護されない
のだろう」という思いをもつ方もいらっしゃる
と思うのですが、その１つの原因としては、保
護が必要な状況にあっても保護出来ない、器が
無いというような状況の中で、「保護待ち」に
なっている子どもが居るのです。「施設を作れ
ばいいじゃないか」と思う方もいらっしゃるか
もしれませんが、そう簡単に施設も作れない。
そういった現状が埼玉県内にあって、本当に私
達も、深刻な状況にある子ども達が居る中で、
空きがあるのに受け入れられないというような
ジレンマがすごくあるのです。
　埼玉県にはそういう深刻な問題があるという
事を皆さんにお伝えして本日の話とさせて頂き
ます。皆さんの中には同仁学院の後援会に入っ
て頂いてご支援頂いている方もいらっしゃって
いつも感謝しております。これからもどうぞよ
ろしくお願いします。
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（月間テーマ　ロータリー財団月間）

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

［米山記念奨学］

［ＲＣ財団］

神 田 君
川 口 君

小谷野（正）君
柏 木 君卓話「ロータリー財団の現状について」

飯能ＲＣ 田辺 實会員

世話クラブ：
　狭山中央ＲＣ

ベトナムからの米山記念奨学生マイ様

卓話「（未定）」

例会取消

地区大会振替休会日

（法定休日）

【四つのテスト】【結婚・誕生日祝】

例会取消（祝日週）


