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前回の例会 

2018年 8月 24日(金)第 1807回 

卓 話 「里親を知ってください」 

卓話者 児童養護施設 清心寮 

  里親支援専門相談員 溝川 記子
の り こ

 様 

紹介者  塩見 守 会員 

今週の歌  「我らの生業」 

「おてもやん」 

お客様の紹介・出席報告 

会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年 8月 31日第 1807号 

 

2018年 8月 31日(金)第 1808回 

卓 話 「葬儀のいろいろ」 

卓話者 株式会社 セルビス 

取締役部長 今井良雄様 

紹介者 辰 正博 会員 

今週の歌  「四つのテスト」 

「山男の歌」 

お客様の紹介・出席報告 

会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇米山功労者表彰 

 濵口正義会員 第 69回メジャードナー 

 國井 豊会員 第 6回 マルチプル 

城岡陽志会員 第 3回 マルチプル 

辰 正博会員 第 2回 マルチプル 

坂田兼則会員 第 2回 マルチプル 

〇米山功労クラブ 第 31回 

〇ポールハリス・フェロー表彰 

 藤永 誉会員 

 

 2018-19 年度 国際ロータリーのテーマ 

「インスピレーションになろう」 

国際ロータリー会長 バリー・ラシン（バハマ国・イーストナッソーRC） 

本日の例会 

 

時間 

 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 

事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西 2丁 1番 30号 ポピア南海 3階 302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

URL     : https://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

例会日 毎週金曜日 午後 0時 30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

ガバナー(第 2640地区)  ： 樫畑 直尚 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.com/kashihata/  

E-mail ： kashihata@rid2640g.com 
会長：澤井久和  幹事：坂田兼則  広報委員長：米澤邦明  編集者：塩見 守 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10 月 8日 

2018年 9月 7日(金)第 1809回 

卓 話 新世代月間フォーラム 

卓話者  新世代委員長 平野祥之 

＜8月 24日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            29名 
出席会員            16名 
欠席会員              13名 

  ゲスト            1名 
  ビジター           1名 

7月 28日(土)の出席率    93.10％ 

 

次週の例会 

 

時間 
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「里親を知ってください」 

児童養護施設 清心寮 

       里親支援専門相談員 溝川 記子様 

 

児童福祉法  第１条 

全ての児童は、児童の権利に関す

る条約の精神にのっとり、適切に

養育されること、その生活を保障

されること、その心身の健やかな

成長及び発達並びにその自立が図

られること、その他の福祉を等しく保障される権利

を有する。 

子どもは、未来を担う財産である。 

 

社会的養護 

保護者の児童や、保護者に監護させることが適当 

でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護 

するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭へ 

の支援を行うこと 

  

児童養護施設  清心寮 

建て替えました。   平成２９年７月～ 

 ５つのユニット 

  チューリップ  幼児     ６人 

 タンポポ    小学男子   ７人   

  スイートピー  小学女子   ８人 

  カルミア    中高生男子  ７人 

  サクラ     中高生女子  ８人  

 

入 所 児 童 

本体定員     ３６人 

  幼児        ４人 

  小学生      １７人  

  中学生       ７人 

  高校生       ５人  

  短大生       １人    ３４人 

  地域小規模児童養護施設くるみの家 ５人 

 

入 所 理 由 

・父母からの虐待 

・父母の死別・父母の生死不明・父母からの遺棄 

・父母の疾患・父母の離婚・父母の障害 

 

家庭における養育の促進 

①児童が家庭において健やかに養育されるよう保

護者を支援 

②家庭において養育が適切でない場合 

 児童が「家庭における養育環境と同様の養育環

境」において継続的に養育されるよう、必要な

措置 

③②の措置が適切でない場合は、児童が、できる

限り良好な家庭環境で養育されるよう、必要な

措置。 

  

＊特に就学前の児童については、②の措置を原則

とする。 

 

新しい社会的養育ビジョン 

・子どもの健全な成長・発達のために、特定の大

人との安定かつ継続した関係を提供する家庭養

育が必要。 

           ⇓ 

       家庭的な環境で養育 

 

里親とは 

里親制度は、児童福祉法に基づく子どもの福祉の

ための制度 

里親とは  

 要保護児童（社会的養護が必要な子ども）を養 

育すること希望する者であって、都道府県知事 

が適当と認めるものをいう。 

（児福法第6条の４） 

ファミリーホームとは  

 要保護児童の養育に関し相当の経験を有する者 

の住居において養育を行うもの定員 5～6名 

 （児福法第6条の３第 8項） 

 

里親の種類 

①養育里親 

もとの家庭で生活できるようになるまで一定期

間家族の一員として養育するもの。または子ど

もが社会的に自立するまでの間養育するもの。 

②専門里親 

卓 話 
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 虐待を受けた子どもや非行等の問題を有する子  

ども、障がいのある子ども等、専門的な援助を 

必要とする子どもを養育するもの。 

③養子縁組里親 

 親が将来にわたって養育できない子どもを養子 

縁組前提で養育するもの。 

④親族里親 

 実親が死亡、行方不明、拘禁、入院等の事情で 

養育できなくなった時、子どもの扶養 

 義務者及びその配偶者である親族で養育するも 

の。「祖父母及び兄・姉」をさす。 

※週末里親  

 児童養護施設入所中で保護者による外泊・外出 

がない子どもを対象に週末や学校の長期休暇な 

どに家庭に迎え入れて家庭体験させてくれる 

  

諸外国における里親等委託率の状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

里親になるためには 

・子どもの養育について理解や熱意があり、 

  子どもに対する愛情があること 

・子どもへの虐待や犯罪歴がないこと 

・経済的に困窮していないこと 

・養育里親研修を修了していること 

 

里親に支払らわれる手当や生活費に関して     

（委託費） 

＊子どもの生活費（食費や被服費など） 

一般生活費として５万円程度･･･一人当たりの月額 

（乳児：57,290円 乳児以外：49,680円） 

〈平成30年度現在〉 

＊教育費・入進学支度費・就職支度費などは公費

で支払われる。 

＊医療費は、全額公費負担（保険適用分） 

＊里親手当（月額） 

養育里親８万６千円（二人目からは４万３千円） 

専門里親１３万７千円（二人目からは９万４千円） 

平成２１年、平成２９年は増額された。 

 

堺市里親会 「つながり会」 

私たちは“ベイビーブルーリボン”に、生命を

授けられた全ての子どもたちが愛しく大切に育ま

れ、見守る大人たちが手を取りつながりあえるよ

うにとの願いを込めました。 

“ベイビーブルー”という言葉には、欧米では

生まれてきたことへの感謝と生後の無事を祈ると

いう意味があります。さらにベイビーと表すこと

で、子どもたちがかけがえのない大切な存在であ

ることを強調しました。 

私たちは『ベイビーブルーリボン運動』で社会

的養護の輪が一層広がり、ひとりでも多くの子ど

もたちが家庭養育されるよう活動していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 澤井 久和 

 

こんにちは。台風、心配して

いましたが、早く通り過ぎて、

幸い大阪では何も無かったよう

ですが、被害、被災された方々

には、心よりお見舞い申し上げ

会長の時間 
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ます。 

辰会員のお母様が先日お亡くなりになり、心よ

りご冥福をお祈りすると共に会員の皆様で＂黙祷

“をお願い致します。（黙祷） 

最近、例会の度に台風が来ているような気がし

ます。決して私は、雨男では無いです。もしかし

て嵐を呼ぶ男でしょうか(笑)。 

例会では台風や仏教の苦の話をしますが、本当

に世間ではいい話が聞かれない様な気がします。 

富田林警察での逃走事件、何故逃げられるの

か、理解できません。 

又、スポーツにおいては、最近では日大アメフ

トから始まり、ボクシングの＂奈良判定“、バス

ケットボールの＂買春”・・・本当に道徳の規準が

違うというか、欲、欲、欲の塊というか、意味が

わかりません。 

いい話といいますと、先日の第100回全国高校

野球大会です。まず、準決勝では、大阪と愛媛県

の済美が当たりました。せっかく義捐金を送らせ

ていただいた愛媛県と当たらなければならないの

か、複雑な気持ちでした。愛媛県に勝っていただ

き、優勝して復興の一つでもなってほしいと思い

ました。 

決勝では、大阪と秋田の金足農業で、優勝は大

阪の桐蔭でした。本当にすべての学校が良い試合

をしていました。又、一生懸命でいい顔でした。 

いつも観戦して思うのは、一生懸命というか純粋

という言葉が出てきます。この言葉、思い、忘れ

ている様に思われます。又、恥ずかしさも感じら

れました。 

会員の皆様、若い時、何か始めようとしたとき、

デートの時、仕事を始める時など思い出してくだ

さい。何かしてやろうと、期待、不安でワクワク

した事。冒頭でも話しましたが、皆初心を忘れて

いると思います。初心に戻って頑張っていきたい

と思います。伝統ある高校野球に教えられまし

た。 

伝統あるロータリーで、仕事、人生に活かしまし

ょう。初心忘れべからず 

Don't forget the beginner’s    

humility.  

  

 

 

国際奉仕委員会 

「タイ国RCメンバー来日のため、 

  秋田県、愛知県の RCとの交流会ご報告」 

国際奉仕委員長 綿谷 伸一 

 

 今年も宇瀨会員、中田会員、嶽

盛会員と共に 8月24日（金）～26

日（日）の日程で、日本三大花火

大会 秋田県大曲に行ってきまし

た。 

初日の夕食会では、RI3350地区 タイ国チェラナコ

ンRCのドクター クライン御夫妻はじめ、秋田中

央RCの皆様と市内でも有名な歓楽街 川反にて、

ブンクムRCの中村MCにより、宴が始まり、お土

産、バナーの交換等で前夜祭が終了。 

２日目はRI2760地区半田南 RCの8名の会員、フ

ァミリーと合流し、親睦を重ねた 3日間でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

 

時間 
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社会奉仕委員会 

「清心寮夏季研修のご報告」 

社会奉仕委員長 藤永 誉 

 

 「あーもう終わりか。。。」小学生

の頃は、いっつもこう思っていた

ものです。とっても楽しかった長

い夏休みもこの週末でおしまい。 

そんな夏休み最後の思い出づくり

に私たちの和尚さん、那須会員にご協力いただき

清心寮の子どもたちを祥雲寺さんにお招きしてお

寺体験夏合宿を開催しました。 

毎年恒例となりましたこの夏合宿ですが、今年

は、小学校低学年の子どもたち 5名と楽しい時間

を過ごすことが出来ました。 

とにかく元気な子どもたちは、初めてのことが沢

山あって一日中ハイテンション。 

朝のお務め、座禅など最初は戸惑っていましたが 

夕方の座禅では、那須和尚の横に座布団を移動し

て、お坊さんになりたそうな勢いの子もいまし

た。午前中は、坂上さんが準備してくれた計算ド

リルや時計の読み方、迷路などの勉強をしまし

た。お昼ごはんはちらし寿司とスパゲティ、てん

こ盛りの唐揚げフライドポテトにコーン。子ども

たちが大好きなメニューをご用意してくれまし

た。 

残るかなぁと思っていた唐揚げのお皿がカラにな

ったのにはビックリ。食後は、ゲームや折り紙、

トランプをして楽しみました。待ちに待ったおや

つの時間、米澤会員が持ってきていただいた差し

入れのブドウを美味しくいただきました。 

抹茶は、チャレンジしたけど子どもの口にはちょ

っと苦かったかな。全部飲めない子もいました。 

見送りの時の子どもたちの「ありがとう」の大き

な声が祥雲寺に響き渡り今年の夏の思い出づくり

に、子どもたちの未来のために少しだけかもしれ

ませんが堺北クラブとして「いいこと」ができた

かなって思わせてくれました。 

来年は、どんな楽しいことしようかな。 

 

 

 

 

「清心寮夏季研修会について」 

社会奉仕委員 那須 宗弘 

 

 平成 30年8月25日（土）恒例

になりました堺北 RC社会奉仕部門

主催の清心寮小学生の 1日夏季研

修を執り行いました。 

 今年は 1～3年生の（男子2名、

女子3名）児童5名で研修会がスタートとなりま

した。 

挨拶と手荷物の整理を終え、全員本堂に集合し、

本日勉強を教えて頂く、森中杏菜先生・奥垣内咲

花先生も一緒に御本尊への挨拶とお勤め（栞を持

ち唱和）焼香を済ませた後20分位の座禅（5分間

の休憩を挟み）を行いました。 

 何分と低学年の事もあり、物珍しさもあったよ

うですが、和尚の話しを聞き、まじめに取り組ん

でいたように思われました。 

座禅を終え、気持ちの落ち着いたところで書院に

移り、食事迄（12時予定）の学習の時間になった

のですが幼さもあり、杏菜先生、咲花先生、藤永

会員、寺のスタッフ2人にもすっかり慣れ、ねえ

ちゃん、にいちゃんと慕い、膝に乗り甘えん坊の

子ども達に変身しました。宿題も終えているとの

事で、少しの勉強で、折り紙を折ったり、トラン

プに興じたりして楽しんでいた様です。それでも

食事時間の12時には手洗いを済ませ、食事の作法

を教えてもらい、食事の前後にはお経も唱え、食

べ物が頂ける事への感謝も教わり、楽しく食事を

しました。子ども達の食欲は旺盛で本日のメニュ

ーのちらし寿司、唐揚げ、焼とうもろこし、フラ

イドポテト、ナポリタンと次々に平らげていまし

た。（後日談ですがちらし寿司より白ご飯の方がよ

かったみたいです） 

1時位から、藤永会員が特別講師となり＂おばあち

ゃんの知恵袋“より、色々と教えて頂いた様で

す。最後にはお抹茶の時間を設けたのですが、苦

く感じた子ども達が多かった様です。その後は米

澤会員より差し入れのブドウやお八つを食べ、楽

しく終わりました。ねえちゃん、にいちゃんにな

り、1日努めて頂いた杏菜先生、咲花先生、藤永会

員に甘えていた子ども達でしたが、別れの時は淋

しそうでした。甘えん坊、やんちゃ坊主で通させ
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て頂いた先生方に感謝を申し上げ、研修のご報告

とさせて頂きます。 

 今回出席会員は、藤永会員、米澤会員 

 そして微力では有りましたが、祥雲寺より那須

宗弘住職、藤田宗麻、藤田景修、女子会より 2名

がお手伝いさせて頂きました。 

 

 

 

 

澤井久和会員 溝川様、本日は卓話よろしくお願い   

いたします。 

沖中様、ごゆっくりしていってくだ 

さい。 

那須宗弘会員 溝川先生ようこそお越しください

ました。ゆっくりお話拝聴致します。 

山中喜八郎会員 ちょっと良い事がありまして。 

城岡陽志会員 昨日、大起水産のプレオープンでし 

た。しこたまマグロを食べて元を取 

りました。 

塩見 守会員 沖中様、ようこそ堺北 RC へお越し

くださいました。溝川様本日の卓話

楽しみにしています。 

笹山悦夫会員 沖中様、溝川様、ようこそいらっし

ゃいました。溝川様、里親支援のお

話し楽しみにしております。 

永富久紀会員 溝川様本日の卓話ありがとうござ 

います。 

           合計１７，０００円 

 

◆米山奨学会 特別寄付・・・濵口正義会員 

 

 

 

 

（１） 本日の配布物   

・週報   

・卓話資料 

 

（２） 地区大会のご案内 

国際ロータリー第2640地区では、2018-2019年度  

地区大会を10月27日(土)、28日(日)、和歌山ロ  

ータリークラブのホストにより和歌山市で開催 

いたします。 

バリー・ラシンRI会長の「BE  THE  INSPIRATION   

インスピレーションになろう」のテーマのもと、 

親睦を深めながら、ロータリーの心を学ぶ機会に 

したいと総力を挙げて準備に当たっております。 

ご多忙中誠に恐縮に存じますが、ご登録賜ります 

と幸甚に存じます。 

大会詳細については、配布のリーフレットをご高 

覧下さい。 

  

〈大 会 日 程〉 

2018年10月10日(水) 記念ゴルフ大会（案内済）  

2018年10月27日(土) 大会第一日目 

於：ホテルグランヴィア和歌山 

13：30～ 本会議 

基調講演 講師：ＲＩ会長代理 

14：30～ 講演  

     国連UNHCR協会 中村 恵様 

     RI第2690地区益田西RC 松本祐二様 

     ノンケーム RC 磯部寿一様 

18：00～ RI会長代理歓迎晩餐会 

2018年10月28日(日) 大会第二日目 

於：ホテルグランヴィア和歌山 

13：00～ 本会議 

15：15～ 記念講演 講師：水野 正人様  

演題：「オリンピックレガシーとロータリー」 

17：00   閉会 

 ＊登録は後日クラブで取り纏めますので、 

ご予定くださいますようお願いいたします。 

 

 

SAA報告 

 

時間 

 

幹 事 報 告 

 

時間 

 

今週の歌  

「 山 男 の 歌 」 
歌：ダーク・ダックス 

作詞：新保信雄 

作曲：不詳 

 

娘さんよく聞けよ 山男にゃ惚れるなよ 

山で吹かれりゃよ 若御家さんだよ 

山で吹かれりゃよ 若御家さんだよ 

 

娘さんよく聞けよ 山男の好物はよ 

山の便りとよ 飯ごうのめしだよ 

山の便りとよ 飯ごうのめしだよ 


