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第 3159 回例会

2019 年 10 月 1 日(火)
ホテル花城

◆例会プログラム

進行：会場監督 S.A.A

□開会点鐘
鹿討会長
国歌斉唱
□ロータリーソング斉唱
□四つのテスト
□ゲスト紹介
幹事
□本日のプログラム、メニュー
親睦委員会
□会長の時間
鹿討会長
□慶 祝
□幹事報告および委員会報告
幹事
□出席報告
出席委員会
□ニコニコ・ボックス
ニコニコ・ボックス委員会
□閉会点鐘
鹿討会長

◆幹事報告

幹 事

・10/14(祝日・月)2019-20 年度青少年交換
（長期・短期）プログラム選考試験のご案内
〔国際ロータリー第 2520 地区ガバナー 鈴木賢〕
・和光ロータリークラブ用品カタログ

〔和光〕

◆今後のプログラム・その他の予定
10/8(火) ゲストスピーチ ㈱クラ・ゼミ
児童発達支援管理責任者 金澤利充 様
10/15(火)クラブフォーラム：社会奉仕委員会
10/22(火)休会 祝日(即位の礼 正殿の儀)
10/26(土)大船渡 RC60 周年式典
10/29(火)会員卓話またはゲストスピーチ
11/02(土)長期交換 IB 生オータムキャンプ
11/05(火)慶祝・クラブフォーラム：R 財団委員会

◆3158 回

2019-2020年度
会 長：鹿討 康弘
幹 事：橋川 秀治
会長エレクト：阿部 一郎
例会日：毎週火曜日 12:30~13:30
会場：ホテル花城 0198-22-2333
事務局：〒025-0075 岩手県花巻市花城町10-27
花巻商工会議所内 0198-41-1133
Mail:hrc@hanamaki-cci.or.jp
URL http//www.hanamaki-rc.com

例会の概要

◆例会メニュー
杜仲茶ポークと
茄子のピリ辛炒め

■会長の時間（10/49）鹿討康弘 君

3 年前に清光学園さんを訪問した際に、県内 7 施設の親
睦行事「ふれあいソフトボール大会」の審判ボランティア
が足りなくて毎回困っているとのことを聞き、それなら
と弊社部長や野球の審判員でもある名須川県議に声がけ
して参加しました。名須川君は本職の審判のいで立ちで
来てくれました。それ以来毎年楽しく参加させて頂いて
おります。おかげさまで今年、異例の速さで「審判長」に
出世しました（笑）。
菊の会の会長であります私の
奥さんから「活動計画書」に記載
の 12/24・Xmas 家族例会の曜日
が間違っていると指摘されまし
た（笑）。その奥さんですが、未
だにロータリー会員のお顔と名
前が一致しないようです。ただ一
人例外で「イケメンな立花さん」
は認識してると言うので、病院に
行った方がいいとアドバイスし
ておきました（笑）。

◆ゲストスピーチ
かずまさ
児童養護施設 清光学園 園長 高橋一栄 様
『児童養護施設の現状について』
私は、福祉歴 31 年目にな
りますが、園長職は今年の
4 月 1 日からでまだ初心者
マークがついている状況
なので、このような場でお
話する経験はあまりない
ですが、児童養護施設とは
どういう所なのかという
ことを精一杯お伝えでき
ればと思っております。
まず初めに、児童養護施設
に入所しているこどもたちは、基本 2 歳から 18 歳まで
の児童相談所から委託を受けて施設に入ってきているこ
ども達です。こども達は基本、保護者がいない、片親で仕
事が有りこどもの世話ができない、また虐待などの処置
で入ってくるこどもが増えています。現在岩手県内に児
童養護施設は 6 か所あります。

北は盛岡市内に 3 施設、花巻は清光学園、一関は藤の
園・大船渡は大洋学園の計 6 施設あります。今の県内入
所人数の状況は 250 人程になっています。
清光学園では 4 月に園を新しく開所しておりまして、
パンフレットをお配りさせて頂いておりましたが、小規
模グループホームとして 1 ホーム 8 名入ってそれが 4 ホ
ームある形で定員 32 名で行っており、現在 31 名が入所
して生活しています。他には地域分散型ホームが 2 か所
あります。
◆小規模化のメリットについて
小規模化のメリット
として、一般家庭に
近づけているため
に、職員とこどもの
目線が近くなる、そ
して少人数なのでこ
ども間のトラブルが
少なくなるという点
があります。従って、
トラブルが少なくな
り、こども達の情緒が安定してきていると思われます。以
前は 1 部屋に 3 人程で生活する体制でしたが、今は 1 人
1 部屋の割り当てがあり、プライバシーも守られる状況
になりました。こども達も新しい建物、個室になり、冷暖
房完備で生活の向上を感じているようです。
◆入所状況について
近年、虐待を受けて入所してくるこども達が増えてきて
います。虐待を受けたこども達は心に大きな傷を受けて、
いろんな精神的疾患を抱えてしまいます。学園の中で 31
名中 15 名が現在心療内科へ通院をして、投薬を受けなが
ら学校へ登校しています。こども達のこういった状況に
職員達がなかなか付いて行けないという事も課題として
上がっております。私たち職員も様々な研修に参加し、自
己研鑽は行っていますが、それ以上に問題を抱えたこど
も達の入所が増えてきています。
◆高校卒業後の進路状況について
高校卒業後の進路として、
9 割方が就職となっています。
岩手県内の進学率を見ますとかなり低く、10 人の高校 3
年生がいるとすると、進学は 1 人程となっています。進
学したいが経済的に断念して、社会自立を選ぶこどもが
多い状況です。各施設で様々な取り組みをしており、大船
渡や一関の施設では、独自に法人又は施設会計に皆様方
から頂いた善意の資金を積み立てて、こども達の就学資
金の援助を始めたと聞いております。私たちも進学がで
きるような制度を現在考えているところです。こども達
の意思を尊重しながら今後進めていきたいと思います。
◆最後に
施設としてもこども達の幸せ
を一番に願っています。そして
職員は一生懸命頑張っていま
す。私たちは実のこどもと思っ
て接していますので、本気で怒
る時もあれば、本気で泣いて笑
ったりして、本当の家庭のよう
な施設になってきていると感
じます。
様々な事案も出てきています
が、皆様のご支援・ご協力を頂
きながら、こども達の幸せの
為、頑張っていきたいと思いま
すので今後ともどうぞよろし
くお願い致します。

高橋園長様、貴重なお話を
ありがとうございました。

◆出席報告

出席委員会

32 人中 14 人出席

出席率

53.8％

前回修正 65.3％

メーキャップ

なし

■ニコニコ・ボックス紹介

ニコニコ・ボックス委員会

≪髙橋豊≫
花巻まつりが晴天の元、盛大に開催され喜ばしく思
います。所要の為、早退させて頂きます。
≪滝田吉郎≫
花巻東野球部 東北大会出場おめでとうございま
す。
≪稲田典之≫
鳥谷崎神社例大祭、花巻まつりに際しましてはあり
がとうございました。次は七五三シーズンです。宜
しくお願いします。
≪藤田勝敏≫
相次ぐ自然災害によるライフラインの停止を見る
たびに自社の体制について見直し、検討で頭を痛め
ています。
≪鹿討康弘≫
清光学園 高橋園長、今日は貴重なお話をありがと
うございました。
My Rotary に登録をお願い致します。いつも出席い
ただいている会員の皆さんが全員登録して頂けれ
ば 60%を超えます‼宜しくお願い致します。
≪橋川秀治≫
高橋園長様、本日は児童養護施設のことについてお
話し戴きありがとうございました。いろんな社会状
況の変化に対応されるのにご苦労や工夫をされて
いることが判りました。今後、一緒に出来ることが
あればと考えたいと思います。
≪三田望≫
清光学園 高橋園長様、児童養護施設の現在の実態
をつぶさに学ばせて戴きました。罪の無い子ども達
がより健やかに成長する事を願わずにはおられま
せん。施設の生徒の為には他に代えがたい場所だと
思います。園長さんの使命感に打たれました。
ニコニコ・ボックスへの
ご協力ありがとうございました。

