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第 3165 回例会

2019 年 11 月 19 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
□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
□会員卓話
高橋典克君
□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

・クラブの参加資格認定
：覚書（MOU）青少年交換プログラム
〔国際ロータリー日本青少年交換委員会〕
・ガバナーノミニー・デジグネート決定のお知らせ
〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー 鈴木賢〕
・19-20 年度ガバナー月信表紙につきまして
（お写真投稿のお願い）
〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー 鈴木賢〕
・ハイライトよねやま Vol.236
〔公益財団法人ロータリー米山記念奨学会〕
・ロータリー希望の風奨学金「風の便り」
〔ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会〕
・記念事業の実施に伴う協力依頼について
〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー 鈴木賢〕
・ロータリー・リーダーシップ研究会
（RLI)パートⅢ開催のご案内
〔RI 第 2520 地区ガバナー 鈴木 賢〕

◆今後のプログラム・その他の予定
11/26(火)・会員卓話 自社開発商品「服薬支援装置と
配置支援装置」阿部一郎君
・台北旭日 RC メーキャップ
12/03(火)慶祝・クラブ総会
次年度役員選出 阿部会長エレクト
12/10(火)ゲストスピーチ
北良株式会社 代表取締役社長 笠井 健 様
12/17(火)ゲストスピーチ
花巻市社会福祉協議会 会長 髙橋 照幸 様
12/24(火)Xmas 家族会
（ホテルグランシェール花巻）
18：00～ 親睦委員会

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

◆3164 回 例会の概要
◆例会メニュー
鯛のフリット
ハーブ風味

■会長の時間（15/48）鹿討康弘 君
先日の日曜日ですが、
盛岡のア
イーナで私が東北支部の事務局
長を務めさせて頂いております
「日本交流分析協会」のセミナー
がありました。
コーチングや心理
学の講習の導入部では緊張をほ
ぐすため簡単な「心理テスト」を
行う場合がよくあります。「馬・
牛・羊・猿・ライオン」のお話で
す。
＜以降は“ネタばれ”になるので省略します＞
本日のゲストスピーカーの高橋岳志さんはスクールカ
ウンセラーを業務の中心にしながら、多岐にわたって子
どもや家族の社会福祉の問題に真剣に取り組んでいらっ
しゃいます。我々の「ぬくまる食堂」のきっかけとなった
インクル岩手の山屋理事長から「花巻にすごいソーシャ
ルワーカーがいる」と 1 年前に紹介されたのが、お付き
合いの始まりです。非常に多忙の中、卓話の時間を取って
いただきました。今日は会員の皆様に高橋さんのお話を
聞いていただくことが実現して、とても嬉しく思います。
2020-2021 年度の国際
奉仕委員会青少年交換
（短期）委員会委員長の
委嘱状を佐々木史昭君
にお渡ししました。

◆ゲストスピーチ かんな社会事業事務所 高橋岳志様
「かかりつけ
ソーシャルワーカーとして」
ソーシャルワーカーとは簡単
に言えば、生活の中で困っている
方に対して福祉的な視点で(制度
的、福祉的技術を使った)解決を
してく仕事です。行政の福祉事務
所の中・病院・施設の中にいらっ
しゃることが大半です。私はそう
いった経験を経ながら、フリーで活動をしています。

事務所の紹介をします。
自宅に併設をしておりま
して、法人として立上げ、
今のところは私一人で事
業を展開をしていますが、
そろそろ仲間を見つけて
一緒にやっていこうかな
と思っているところです。
私が高校時代から思っ
ている、座右の銘のような
ものです。何が正解で何が
間違っているのか、わから
ない事はありますが、やはり自分が納得した生き方をし
たいと考えています。
同じ考えの方は世の中には沢山いらっしゃると思いま
すが、良かれと思ってやってあげると、それは自己満足に
なってしまいます。接する方がどういう納得感を持ちな
がら生活していくかな、というところを押し付けるので
はなく、一緒に考えながら一緒に見つけ出す。それがソー
シャルワーカーの価値観になると思います。
「裸足で駆け出し、逃げた、そして・・・」
（
「愛されなかった私たちが愛を知るまで」より抜粋）

こういう話は特別珍しいものではありません。花巻・北
上、岩手県内で相談を受けていますが、こういう事例はざ
らにあります。虐待・貧困の問題というのは決して遠い話
ではありません。
「豆腐屋さん」のような役割を持つ人達
が地域の中に沢山いれば良いなと思います。だから、虐
待・貧困問題が特別な所で解決されて支援をされていく
よりは地域の関わりの中で癒されていけばと思います。
高校生や 20 歳過ぎた方の相談も受けますが、能力は高
いが、
「人が怖くて働けない。
」
「自分がどう思われている
か不安で働けない。
」という方がたくさんいらっしゃいま
す。話を聞いていくと、
「助けてくれる人がいなかった」
・
「話を聞いてくれる人がいなかった」
・「そういう大人が
いなかった」ということを言う人が非常に多くいます。も
ちろん、いじめにあっていたという方もいらっしゃいま
す。
「見てくれようとする」
「わかってくれようとする」
「声
をかけてくれる」そんな大人が近くにいるかどうかとい
う事が、その人の人生を大きく変えていくというのを感
じています。本来、それが「家族」であればいいし、
「学
校の先生」であればいいのですが、そうじゃない人も悲し
いことにたくさんいらっしゃいます。そんな時に我々は
何ができるのかなというところです。それを一緒に関わ
っていく大人の仲間を作れればいいかなと思っておりま
す。
最後に、人というのは社会の中で生きていきます。社会
の中で生きていくというのは人と人との関り中で生きて
いきます。人は心ならずも人に傷つけられて、また傷つけ
ていきます。それを癒す・乗り越えていくのはやはり人と
の関係です。人を癒す環境が世の中に沢山あり、包み込め
る社会が出来ていけばいいと思っています。

◆出席報告
32 人中 14 人 出席

出席委員会

出席率

53.8％

前回修正 65.3％

メーキャップ
11/5(火)
花巻北高等学校とホストファミリー打ち合わせ会
佐々木史昭君
11/9(土)
十和田市・花巻友好都市提携 30 周年記念式典
佐藤良介君・滝田吉郎君
11/10(日)クラブ・職業・社会奉仕委員会合同セミナー
橋川秀治君

■ニコニコ・ボックス紹介

ニコニコ・ボックス委員会

≪鹿討康弘君≫
高橋様、本日は貴重なお話、ありがとうございました。
ソーシャルワーカーの必要性を知ることが出来ました。
豆腐屋さんのおじさんのような人達がいつも声を掛けて
くれる世の中になればいいと思いました。高橋さんのよ
うな理念を持った人材を花巻ＲＣに迎えられたらと思い
ます。
≪立花徳久君≫
かんな社会事業事務所代表高橋岳志様、今日はありがと
うございます。非常に考えさせられました。
≪三田望君≫
高橋岳志さん、本日は貴重なお話をありがとうございま
す。社会に必要とされる(あるいは必要なくなればいいの
かも)大切な役割だと思います。何かサポート出来ること
ありますか？
≪佐々木史昭君≫
ジョシーが先週日曜日、我が家から花巻北ロータリーク
ラブ会長の鎌田憲幸宅へ引っ越ししました。空いた部屋
の中からはポテトチップスの袋や中味など、残骸が残っ
ている状況で、日本の清潔な文化には到底慣れませんで
した。これからの変化に期待したいと思います。
≪稲田典之君≫
本日、大嘗祭前の臨時大袚式を行いました。14 日午前 10
時から鳥谷崎神社で大嘗祭当日祭が斎行されます。参列
自由ですので、どうぞ一緒にお祝いしましょう！
≪藤田勝敏君≫
高橋さん貴重なお話ありがとうございました。そして、
当社のガスを御利用頂き、ありがとうございます。時々、
お母様の美味しいお弁当を頂いております。増々の御活
躍を期待しております。
≪阿部一郎君≫
高橋様にはお忙しいところ花巻ＲＣの例会にゲストスピ
ーチをして頂き、ありがとうございます。子ども達の福
祉の現状を確認することが出来、支援のあり方を考えさ
せられました。今後、増々の御活躍を祈念致します。
ニコニコ・ボックスへの
ご協力ありがとうございました。

2019-20クラブ会報委員会
委員長：橋川秀治・副委員長：藤田勝敏

高橋様、貴重なお話を
ありがとうございました。
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