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クラブ運営方針 友愛と分かち合いのこころの輪を広めよう 

  ２０１２年４月１２日発行 Vol．１３０８

国際ロータリー会長 カルヤン・バネルジー氏 

国際ロータリーテーマ 

こころの中をみつめよう 博愛を広げるために 

Reach Within to Embrace Humanity 

■会長  髙原 宏之    ■幹事  粟屋 充博 
事務局 広島市南区松原町 1-5 ホテルグランヴィア広島 6F 

 TEL 082-506-0050 FAX 082-506-2530 

 E-Mail hnrc@world.ocn.ne,jp  URL http://www.hnrc.jp/ 

例会場 ホテルグランヴィア広島  広島市南区松原町 1-5 
 

 
 

 

 

国歌斉唱 

ロータリーソング   「奉仕の理想」 

四つのテスト唱和   職業奉仕委員会 

来客紹介        ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間       『児童虐待を地域の力で防ごう』 

             －オレンジリボンキャンペーン－ 

             広島文教女子大学 

             非常勤講師  山田 修三 氏 
 

 

 

 
左から、岡部会員・濱本会員・上河内会員・山下江会員・髙

原会長 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

暖かい春の気配を感じる今日この頃です。本日は広島文教女子

大学の非常勤講師の山田修三 様をお迎えし 「児童虐待を地域

の力で防ごう ～ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ～」と題しての講演を頂きま

す。先生のお話を今から大変楽しみにしています。 

さて、第１８回ｶﾞﾊﾞﾅｰ杯親善野球大会も順調に進み、残すは８日

（日）のﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑでの決勝戦と３位決定戦だけとなりました。 

私も前夜祭への出席と呉二河球場での応援に駆けつけました。

そこで２度ほど、打席に立つことができましたことは大変貴重な体

験でした。平素は、ゴルフの止まったボールにでさえろくにろくに

あたりませんので、動くボールを打つことは私にとっては至難の技

と考えていましたが、幸運にも、バットの方からなんとかボールに

あたってくれたという気持ちです。 

最後になりましたが、田村ガバナーは、国際奉仕について次のよ

うに述べておられます。 

「国際奉仕には国際的な社会奉仕、国際レベルの教育、及び、

文化交流、国際的な会合への、参加などがあります。国際的な奉

仕活動によって、人道的な支援をするだけでなく世界の人と人の

絆を作り、深めることを目標にしているといえましょう。 世界をより

深く、正確に知ることにとって、自分自身にその世界観を構築する

ことが出来るでしょう」と述べておられます。大切なことだと自分自

身に言い聞かせています。以上で今週の会長挨拶といたします。 
 

 

 

＊京都伏見ＲＣより「東日本大震災復興祈願の夕べ」への協力に

対しての 礼状を頂きました事をご報告いたします。 

＊ガバナー月信（ＢＯＸ配布） 

＊東日本大震災復興祈願の夕べ 記念の栞（ＢＯＸ配布） 

＊広島信用金庫「春の日本画展」ご案内（ＢＯＸ配布） 
 

 

 

職業奉仕委員会 丸本委員長 

＊２２日（木）職場訪問例会出席の御礼 

■本日の例会   ２０１２年４月１２日（木）  第２０８２回 

ロータリーソング 「われらの生業」 

来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

会員誕生月お祝い 

連続出席表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 『メンズモデルリングレッスン』 

 モデル養成学校 

 講師  沢   純子 氏 

前回例会報告   ２０１２年４月５日   第２０８１回 

会長時間       会長   髙原 宏之 

幹事報告      幹事  粟屋 充博 

誕生月お祝い 

祝寿 

委員会報告 

今月還暦を迎える山下 江

会員にクラブより記念品を

贈りました。 

おめでとうございます。 
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＊職業紹介誌原稿校正のお願い 

社会奉仕委員会  山下江委員長 

＊東日本大震災支援について 

＊「東北に絵画を贈ろうプロジェクト」紹介 
 

 

 

ゴルフ同好会 

＊３月例会成績発表 

優勝 久保豊年会員 

２位 合田尚義会員 

３位 渡部哲生会員 

ベスグロ 

久保豊年 会員 

 

 
 

 

【自主出宝】 

髙原会員・大之木会員・粟屋会員・岡部会員・合田会員 

山田先生、本日は当クラブにお越し頂きありがとうございます。 

後ほどの卓話、楽しみにしています。 

菅会員◇ 山田修三様、本日の卓話楽しみにしております。よろ

しくお願い致します。木下会員、ご協力ありがとうございます。 

木下会員 山田様、本日の卓話よろしくお願い致します。 

土井会員・鵜飼会員･丸本会員 先月２２日職場訪問例会を、昭

和７年宮島で創業し、今年８０周年の老舗「やまだ屋」さんの「お

おのファクトリー」で行いました。中村社長のご挨拶、山田副社長

の「もみじ饅頭」製造の説明を受けました。この度の職場訪問例会

も会員５３名の出席を頂き、誠にありがとうございました。職業奉仕

委員会もようやく出口が見えてきました。あと、会員職業紹介誌作

成が残っておりますので、引続き協力の程よろしくお願いします。 

二井本会員 職場訪問の折りは、仕出し弁当の御用命ありがとう

ございました。皆様のお口に合いましたでしょうか？また機会があ

ればよろしくお願い致します。 

髙原会員◇ ガバナー杯で活躍された選手諸兄の健闘を心より

称えております。尚、決勝戦でも大いなる活躍を期待しています。 

山下江会員 ４月の誕生祝い、還暦祝いありがとうございます。 

先日、還暦記念に「赤いちゃんちゃんこ」ならぬ「赤い甲冑」を着

て写真撮影を行いました。勇姿がブログ「なやみよまるく」とｆａｃｅｂ

ｏｏｋに出ていますので、ご覧願えればと思います。 

上河内会員 誕生日をお祝い頂き、ありがとうございました。５５歳

となり、年取ったな～と思ってしまいました。５４歳では思わなかっ

たのですが??? 還暦という言葉がチラチラと脳裏に浮びます。 

岡部会員 誕生日のお祝いありがとうございました。ＯＫＢ４８これ

からも頑張ります。 

久保(豊)会員 多打喜会で久しぶりの優勝。有難うございます。 

土井会員 先週、遅ればせながら我が庭にもウグイスが来ました。

もうすぐ春です。 

合田会員 先日に流川までﾀｸｼｰに乗った際、携帯を車内に置き

忘れてしまいました。ﾀｸｼｰ会社に連絡した所、直ぐに携帯は見つ

かり、なんと食事をしているお店まで、わざわざ届けて頂きました。

つばめﾀｸｼｰさん、どうもありがとうございました。感謝、感謝です。 

 

当日計 21,000 円（内、ｗｅｂ9,000 円） 累計 944,000 円 

★=10,000 円 ☆=5,000 円 ◆=3,000 円 ◇=2,000 円 

 

 

 

 

『児童虐待を地域の力で防ごう』 

～オレンジリボンキャンペーン～ 
 

広島文教女子大学 

非常勤講師  山田 修三 氏 

 

１ 何故、児童虐待防止が強く叫ばれ  

ているのか。 

(１)乳幼児期に愛着（子どもと養育者間

に形成される身体的・精神的結びつ

き）が十分に形成されないことで、対

人関係・共感性・知的面等の発達に

支障をきたす可能性がある。 

(2)ＰＴＳＤ（強いショックから起こる夜驚等の精神症状）から、その

後の精神症状に深刻な問題を起こす可能性がある。 

(3)虐待が世代間連鎖する可能性がある。 

 

２ オレンジキャンペーンとは 

(1)２００４年、栃木県で幼い兄弟が父親の知人によって川に投げ

られ死亡した。 

(2)２００５年、ＮＰＯ法人が児童虐待防止キャンペーンとして市民

運動を始めた。 

(3)２００６年、「子どもの未来が太陽のように明るく」、「暖かい象徴」

としてオレンジリボンが選ばれ、２００７年１１月から毎年１１月を

児童虐待防止推進月間としてキャンペーンが始まった。 

 

３ オレンジキャンペーンの目的 

(1)子育てにやさしい社会づくり 

(2)子ども虐待のない社会づくり 

(3)親の育児支援 

(4)里親や施設の子ども支援 

  

４ 全国の児童虐待相談件数 

(1)平成２２年度は５５，１５４件であり、平成２年度の約４７倍になっ

ている。 

(2)今後も児童虐待が子どもに深刻な影響を及ぼすことを認識し、

通告を徹底して欲しい。 

 

５ 児童虐待の要因 

保護者の要因、子どもの要因、家族関係・社会の要因等が重

層的に影響して起こっている。 

現代の子育て社会は、親子・夫婦・家族・地域関係が希薄であ

り、児童虐待が起こりやすい。 

 

６ 被虐待児からのＳＯＳ 

(1)不自然な傷、表情、怪我の説明、幼児の夜間徘徊、不潔な服

装等を見つけたら、広島県こども家庭センター(児童相談所)へ

通告して欲しい。 

 

７ 被虐待児童の作文 

この作文が意味すること。 

(1)被虐待児童は殴られるのは自分の方が悪いと思う。 

(2)子どもにとっては一方の親が虐待から自分を守って欲しいが、

守ってもらえないとなると、ひどく傷つき悲しみ、挙句の果てに

は人間不信や自暴自棄(非行等)な行動を起こす可能性があ

る。 

 

８ 要保護・支援の程度と基本的な担当領域 

卓話 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 

同好会報告 
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虐待予防策としては、親の育児不安に対して保健師や子育て

サークルによる支援が考えられる。 

虐待通告を受けた広島県こども家庭センター（児童相談所）の

対応は、次のとおりである。 

通告→緊急会議により対応を検討→４８時間以内の安全確認、

情報収集→立入調査、一時保護（職権一時保護もある。警察、

法医学、弁護士等との緊密な連携・支援要請）→一時保護した

子どもの総合的診断→要保護児童対策地域協議会との連携

→施設入所又は在宅指導→家族再統合の取り組み 

 

９ まとめ 

児童虐待が子どもに及ぼす深刻な影響を勘案し、児童虐待を

発見したら広島県こども家庭センター（児童相談所）へ通告の

こと。 

大人は、子どもが生活の中で愛され、認められ、成長していくと

いう認識を持って子どもと関わって欲しい。 

以上 

 
 

 

 

毎年恒例のこの大会も今回で１８回目を迎えました。 

今年の参加は全１５クラブで、呉二河球場とマツダスタジアムにお

いて開催されました。 

また、前夜祭はパストガバナーを始め多くの方にご参加いただき、

大変盛大に開催されました。 

参加クラブ：小野田、防府、光、岩国中央、広島東、広島陵北、 

広島安芸、広島西、広島東南、広島空港、三原、鞆の浦、福山西、

三次、広島北 

前夜祭：３月１６日（金） 於：ホテルグランヴィア広島 

試合：３月１７日（土）・２４日（土）・２５日（日）・４月８日（日） 

 
 

＊詳しい報告は次回の週報に掲載いたします。 

 

 

 

『ロータリーの友』の発行部数は、９万６，

６００部（２０１２年３月号）です。発行部

数が一番多いときは、約１４万部発行

していましたが、日本の会員減少に伴

い、年々発行部数は減少しています。 

価格は２１０円（本体２００円 消費税１

０円）です。本体価格２００円というのは

１９７５年１月号からで、今日に至るまで、

コストの見直し、新しい技術の導入な

どにより、価格を維持しています。  

 

１９５２年７月、それまで１地区だった日

本の地区が２地区に分割されました。

分割後もお互いの地区のクラブや会員

の活動状況、意見を知りたい、共有し

たいという思いがあり、両地区に共有の

雑誌の発行が決まりました。それが『ロ

ータリーの友』です。創刊は、１９５３年

１月号。最初は横組みだけでした。  

 

 

 

  
横組み            縦組み 

 

横組みと縦組みが分かれた現在のような形になったのが、１９７２

年１月号からです。その第１の表紙には、陣羽織の前からの写真

と後ろからの写真が使われ、両面が表紙という雑誌の特徴をうまく

生かしています。 

現在、横組みには、ロータリーの特別月間に関する特集、ロータリ

ー地域雑誌としての公式的な記事を中心に掲載しています。 

縦組みは、日本のロータリアンのコミュニケーションの懸け橋となる

記事を掲載しています。投稿が中心です。  
 

『Ｒｏｔａｒｙ Ｊａｐａｎ』という名前で、ホームページを開設しています。

ロータリアン以外の人々に、ロータリーを知っていただくために、コ

ンテンツページを構成しています。 

また、２０１１年３月１１日の東日本大震災直後から、震災関連のコ

ーナーを新設しています。世界各国のロータリアンからのお見舞

いを掲載するところから始まりましたが、その後は、支援に関して

の情報や、ロータリアンの活動について、掲載しています。 

ロータリアン向けの情報も多方面にわたって掲載しています。 

日本国内全クラブの例会一覧表が載っています。ホームページを

開設しているクラブは、その例会一覧表にリンクしてありますから、

メークアップの際に、事前にどのようなクラブか調べていくと、その

クラブの方々と楽しく話ができると思います。 

是非、「ロータリーの友」やホームページを活用していただきます

ようお願いいたします。 

（Copyright The Rotary-no-Tomo） 

■出席報告 

２０１２年４月５日（木） 会員数 ８１名 

出席 ６７名  欠席 １４名 

来賓  １名  来客  １名 

３月１５日（木）修正後出席率  ９８．７２％ 

■来客紹介 

山田 修三 様（卓話者） 

古澤 宰治 様（広島中央） 

■次回例会案内  ２０１２年４月１９日（木） 

食事 中華 

卓話 『認知症ケアの現場から』 

介護老人福祉施設 シルトピア油木 

施設長  高柴 廣子 氏 

第１８回ガバナー杯ＲＣ親善野球大会 

雑誌月間にちなんで 


