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国際ロータリー会長

バリー・ラシン 『 インスピレーションになろう 』

第2570
2570地区ガバナー
地区ガバナー 茂木 正
会長方針

『 思いを繋ぎ地域と国の発展に奉仕する 』

『 ステイタスの向上とクラブ活動の活性化 』

会長 松岡 昌宏

副会長 吉原 良一

幹事 鈴木 明子

第２０７０回例会 ９月第２週 ９月１３日（木）

通常例会 「基本的教育と識字率向上月間」に因んで」 神谷 浩一国際奉仕委員長
会員卓話 「児童虐待について」 大塚 誠一会員
司

会 親睦活動委員

石原 勇介

が積極的に自分の考えと自分の言葉で発信しディ

点

鐘 会長

松岡

スカッションリーダー足らんとするための養成講

昌宏

ソ ン グ 「我らの生業」

座といったものでした。５０分ディスカッション
そして、１０分休憩のセッションを午前中３セッ

会長の時間 会長 松岡 昌宏

ション、午後３セッション行いました。
様々なクラブの方々とお話しをして、一番感じ
たのは、田舎のクラブに行く程、ロータリーのス
テイタスが高い、ブランドイメージが強いという
事です。又、会員増強においても５名新入会員が
入ったとか言う話を何クラブか聞かされました。
当クラブも、認知度の向上、ステイタスの向上
を目指して気を引き締める必要性を感じました。
又、公共イメージ＆認知度の向上が、２５７０地

皆様こんにちは。ここ２.３日で大分涼しくな

区の重点目標として挙げられております。

り、先月までの酷暑がうそのようです。くれぐれ

『ロータリーはこんなことをやってるんだぞー』

も温度の変化に体調を崩さぬようご注意いただき

と言う意気込みを、皆様個々のレベルでも廻りに

たいと思います。

発信して頂きたいと思います。

７月に会長に就任してから、通常例会の出席率

旗を掲げるもよし、ポリオ撲滅運動のＴシャツを

も大変好調で皆様には大変感謝致しております。

着て練り歩くもよし、胸を張ってロータリーの宣

本日は、りそな会の観劇会がございまして、本例

伝をして頂きたいと思います。

会を欠席している方が何名かおりますが宜しくお
願い申し上げます。

新座墓苑前の看板については、先週、理事会に
諮りましたが、地代、管理費の掛からないもので

さて、先日、９月８日（土）にＲＬＩセミナー

あれば、最低限の修理をして残せたら良いのかと

パートⅠに出席して参りました。セミナーの主旨

思います。公共イメージアップに繋がるものと思

としては一方的に講演を聞くのではなく、参加者

います。

幹事報告 直前幹事 小泉 哲也

神谷 浩一会員 本日宜しくお願いします。
金子

幸男会員

神谷浩一会員、大塚誠一会員の

卓話楽しみにしております。
松本

四郎会員

欠席がちで申し訳ありません。

大塚

雄造会員

神谷浩一会員、大塚誠一会員の

卓話楽しみにしております。
稔 会員・岡野 元昭会員・吉原 良一会員

萩原

勇 会員・増渕 和夫会員・森田 輝雄会員

本木 英朗会員・神谷 億文会員・大西 克幸会員

１、地区事務所より２件受信

石原 勇介会員・鈴木 明子会員・小泉 哲也会員

１）派遣生の「８月分月次報告書」
２）「9月ロータリーの友月間に寄せて」及び

森

克巳会員 『神谷浩一会員、大塚誠一会員

の卓話楽しみにしております』

ロータリーの友１０月号目次
１、第2グループ 第２回

神谷

会長幹事会の案内

日時：９月１９日（水）１８：００～

「基本的教育と識字率向上月間に因んで」

場所：ベルセゾン ２F 「Kashiwa」
登録料：３，５００円
１、新座快適みらい都市市民まつり産業フェス
ティバル第１回こどもひろば担当者会議次第

国際奉仕委員長

神谷

浩一

及び議事録受信
１、例会変更（志木・志木柳瀬川）各ＲＣより拝受
１、クラブ会報（志木・西那須野）各ロータリー
クラブより拝受
１、暑気払い家族例収支報告書回覧

スマイル報告

８月２６日（日）ＲＩ第２５７０地区国際奉仕
部門セミナーに参加して参りました。

親睦活動委員会

委員

森

克巳

国際奉仕部門では、ロータリアンは世界に目を
向けて頂きたいと国際支援委員会と国際交流委員
会の二つの委員会から構成されています。
今回のセミナーでは、この二つの委員会の活動報
告を中心に進められましたのでご報告致します。
まずは、国際支援委員会の活動です。
当初、国際支援委員会では、埼玉ユネスコ協会
などを通じて支援活動を行って来ましたが、自分

森克巳会員スマイル報告デビュー

たちで見える支援をしたいという事で、直接的な
支援活動に代わってきたとの事でした。

松岡

昌宏会員

神谷浩一会員、大塚誠一会員の

卓話楽しみにしています。宜しくお願いします。
大塚

誠一会員

神谷浩一さんに続いて卓話です

よろしくお願いします。

【基本的教育と識字率向上の為の
世界寺子屋運動】
深谷ノースロータリークラブは、姉妹クラブで

「会員卓話」

あるフィリピン共和国のパキオノースロータリー
クラブとのジョイントプログラムにおいて
・小学校に図書館を建設した

児童虐待について

大塚

誠一

・飯能ロータリークラブと国際支援委員会との連
携により、ベトナムハノイチャンアンチェン高等
学校とサムソン高等学校に、パソコン２０台とプ
リンター２台の寄付

【水と衛生を重点とした環境保全運動】
・今泉（川越ＲＣ）ビルマ記念奨学会と世界寺子

児童虐待の現況

屋支援
タイの小学校に、飲料水ろ過装置設置などの活
動報告がありました。
今後は、Ｒ財団とタイアップしてグローバル補
助金も使って活動したいとも話されていました。

向こう１３年間、虐待による死亡は１，１６４人、
０歳児３１３人、そのうちの１２４人が０日目に死
亡、全例が自宅等の医療機関以外で出産。全く医
療につながることなく死亡
このような事例に、いち早くアプローチ出来る

国際交流委員会は青年を育てる事業又素晴らし
いロータリアンを育てる事業を展開しています。
第４２回日豪青少年相互訪問団の報告を、プロ
ジェクターを通して受け入れ家族の体験談など楽
しく報告がありました。
すでに「第４３期生候補者の募集」が始まったと
いう報告を受けました。

日豪青年相互訪問団員
候補者募集のお知らせ

ように日本産婦人科医会で「児童虐待予防対策プ
ロジェクト」を２０１７年にたちあげました。
因みに児童相談所の対応は年々増加して２０１７年
１３，３万件でした。
１２４人の半数の母親は１０代の若年妊娠でした。
１０代の妊娠は２５，７６１名うち２６６名が１４歳
以下。５７％がアウス，４３％が出産

現代若者の性行動の実態
・一時より若年妊娠は少なくなってきたが１４歳
以下の妊娠は減っていない。しかも相手はみんな
大人で、教師、家族
・一般的に若年妊娠の家庭は経済的精神的にも貧
困の家庭が多い。
・また、家庭が立派で生徒指導上ノーマークでも
ＳＮＳを介して買春に至る。「ＪＫビジネス、」

訪問日程：２０１９年３月１７日（日）～３月３０日（土）
訪 問 国：オーストラリア（パース周辺地域）
費

用：２５０，０００円

募集人員：青年１０名、ロータリアン５名
応募締切：２０１８年９月２０日（木）
お問合せ：国際奉仕部門国際交流委員会
委員長 大舘 廣様（所沢中央ＲＣ）
★参加希望者は申請書をメールで地区事務所に送付

援助交際がいまや地方まで波及。
・家庭において母親の支配が強く「自分の居場所
がわからない」と言うケースが増えてきている。
このように生きずらい家庭から逃れるためネット
上でつながる。
「さみしい」と言う共通のキーワードで。そして
いざ家出、男性から暴力をうけたり、妊娠、性感
染症等を心配しながらの生活。そして性搾取の世
界にはまってしまう。

・一方自分なりの理想とする家庭を持とうとして

結局は短時間で稼げる託児所付きの性産業に追い

も元来依存性の高い彼らは男性に頼る。それが嫌

込まれる。堂々巡りである。

で男性も逃げてしまう。

さて、この予期せぬ妊娠から貧困，暴力の世代

ここで若年出産と貧困と暴力について考えてみ
ましょう。

間の鎖を打ち切らねばなりません。
先ず若い女性が相談しやすい、しかもワンスポッ

先ず妊娠かどうかから始まり親バレを恐れて、

トで解決できる窓口がほしい。

人工妊娠中絶可能の時期（２１か６日）を失して

我国は、まだ性教育が遅れていて、文科省の指

出産、遺棄（０日目の虐待死）そして、いずらい

導要項で性交、避妊、中絶の言葉を使わないに書

家庭から逃れるために出産するケースもある。

いてある。フィンランド、イギリスは十代女性に

しかし地味な子育ての生活、遊びほうける同世代

ピルを無料で配布、フランスはアフターピルのみ

を考えると３時間ごとの「泣き」に耐えられず虐

無料、また１６歳以上であれば親の同意は必要で

待、また男性に虐待されても自分の身を守る為に

ない。

一緒に虐待をする。

しかし、２０１５年より２年間で高校生妊娠が２１００

このような環境のなかでＤＶを目撃（面前ＤＶ）

人、３０％は自主退学。この人達の妊娠継続を支

やがて、いじめの被害者から加害者になり、不登

援するようお達しがありました。これは我が国に

校、自傷行為、などのサインをだし、暴力をもっ

おいて画期的なことであります。

て人を支配できることをおぼえる。

また、以前卓話に来てくださった熊谷の中山政美

そして（予期せ妊娠）が再度生み出される。

先生の様な思春期外来を支援することも今後の課

彼らは、高校卒業資格がないため子育てをしな

題だと思います。

がら就労するには困難である。

９・１０月のプログラム

委員長

宮川

２０日（木） 通常例会 「米山月間」に因んで

勝平
萩原勇

米山奨学会委員長・髙𫞎遼太副委員長
２７日（木） 夜間例会 「会員親睦会」パーシモン１９時
10/４（木） 通常例会 「ガバナー補佐訪問」食事１２時

出席報告

委員長

神谷 稔

H３０.９.１３

出席 ２１名 欠席 ４名
会員数３０名 出 席 率 ８４．００％
修正出席率 ８８．４６％
（免除者５名）
クラブからの連絡

クラブからの連絡

１１日（木） 例会取消 「市民まつり」 に振替の為
１４日（日） 移動例会 「市民まつり」 第二駐車場 ９時
１８日（木） 通常例会 「ガバナー公式訪問」食事１２時
２５日（木） 夜間例会 「会員親睦会」ベルセゾン １９時

☆例会出席は 会員の義務です
欠席の場合はＭａｋｅ ｕｐをしましょう

★１０月１４日（日） 「市民まつり」 ９時
場所：新座市役所第二駐車場
★１０月４日（木）ガバナー補佐訪問
★１０月１８日（木）ガバナー公式訪問
お忙しい事と存じますが、年に一度の
公式訪問です。全会員のご出席を宜
しくお願い申し上げます。

新座ロータリークラブ事務局

http://www.niiza-rc.jp

国際ロータリー第２５７０地区 新座ロータリークラブ

〒352-0001 新座市東北2-25-11-406
電話

０４８ (４７３)７０４１

ＦＡＸ

０４８ (４７３)９２２１

Ｅメール niiza.rc@dance.ocn.ne.jp

