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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「それでこそロータリー」

●ビジターの紹介　

　　ＲＩ２６６０地区ガバナー

　　　　　　　　　　　山本博史様（大阪南ＲＣ）

　　地区代表幹事　宮里唯子様（茨木西ＲＣ）

　　地区幹事　　　岡村良弘様（大阪南ＲＣ）

●出席報告

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事の時間」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　話　「ガバナー公式訪問」　

　　　国際ロータリー 第２６６０地区

　　　　ガバナー　山本博史様（大阪南ＲＣ）

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

9/26　会員増強クラブフォーラム

　　　　クラブ会員増強委員会　児林秀一委員長

　先程、指名委員会の候補者を発表いたしまし

た。入会して年数の浅い会員にはあまりなじみが

ないかもしれませんので、改めて説明させていた

だきます。

　この委員会は定款に定められているもので、９

名の委員で構成されます。会長がその候補者を

発表し、会員の賛同を得て委嘱するものです。

前々年度の会長に例年、委員長をお願いしてい

ます。

　速やかに委員会を召集し、任にあたっていた

だきたいと思います。クラブ内の各年次層を代表

する方々を委員に選んでおり、ここで次々年度

の会長と次年度の理事・役員を審議していただ

きます。

　これらの名簿を、年次総会の２週間前に指名

委員長から発表していただき、年次総会で会員

の皆様にご承認いただく、という流れになります。

第2786回　例会　プログラム

国際ロータリー　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

八尾ロータリークラブ　テーマ　　for the team　全てをクラブの為に　 会長　山本　勝彦

会　長　の　時　間



▼8日、地区の社会奉仕委員長会議に松井会員

が出席されました。

▼8日、大阪帝塚山ローターアクトクラブの認証

式に田中・友田会員が参加されました。

▼15日に金光八尾の文化祭が開かれ稲田副会

長、吉田・大槻会員に参加いただきます。

▼15日、地区の青少年奉仕合同委員長会議に

大槻が出席されます。

▼次週の例会はガバナー公式訪問です。皆様

ご出席をよろしくお願いいたします。また例会後

に写真撮影を行いますので、ネクタイをお忘れ

ないようお願いいたします。

▼山本　勝彦　会長

　クラブ定款に基づいて、本年度の指名委員会

を発足していただきます。委員の候補者は山本

（昌）・山本（勝）・笠井・中西（啓）・高井・津田・宮

川・西村・中西（広）会員です。

　以上９名で委員会を組織していただこうと思い

ますが、ご異議はございませんでしょうか。なけ

れば拍手をもってご承認ください。

（全会一致で承認）

▼クラブ広報委員会・吉本　憲司　委員

　今月は「基本的教育と識字率向上月間／ロー

タリーの友月間」です。

　特集では、子どもの貧困対策などに関する各ク

ラブの事業が紹介されています。当地区の池田

ＲＣの子ども食堂支援の記事も、参考にしてくだ

さい。

　青少年・学友交流フェスタとして、2760地区で

は委員会の垣根を越えて若者たちの大運動会

を開催したそうです。大変盛り上がり、準備段階

も通じていろんな新しいつながりが生まれたそう

です。

　また今月７日から劇場で公開されている映画

「ブレス」が紹介されています。ポリオに関するこ

の映画にはＲＩが協力し、映画のポスターや本編

のクレジットにもＲＩとEND POLIO NOWのロゴが

入っているそうです。

　お知らせ欄では新ロータリー衛星クラブとして

大阪南ＲＣの提唱する大阪南なみはやが、また

新インターアクトクラブとして池田くれはＲＣの提

唱するアサンプション国際中学校高等学校が掲

載されています。

▼社会奉仕委員会・松井　良介　委員長

　地区の社会奉仕委員長会議に出席してまいり

ました。先日の台風被害に対し、臨時の補助金

を用意していただいているとのことです。

　この後講演があり「誰もがやり直せる社会をめ

ざして」として、あいりん地区に関わりホームレス

自立支援の団体で活動されている方のお話を

聞きました。

　この方をぜひクラブの卓話にもお呼びできない

か、プログラム委員長とも相談中です。

「八尾市の里親の現状」

▼植村　眞一　様

　八尾市内で里親をしております。地域でのつな

がりや保護司会で田中会員といろいろ相談させ

ていただき、ボクシングでも鍛えていただいてお

ります。

　今日は里親制度の説明をさせていただくため、

卓話の機会をいただきました。

　また年に１回、シンポジウムを開いており、今年

は八尾で今月22日に開催されます。

▼東大阪子ども家庭センター職員・緒方　裕子　様

　当センターは、いわゆる「児童相談所」です。

ロ ー タリ ー の 友 紹 介

指名委員会について

そ の 他 の 報 告

卓　　　話

幹　事　報　告



本日、啓蒙用のパンフレットをお配りしておりま

すが東大阪市、八尾市、柏原市を管轄していま

す。

　児童虐待は年々、件数が増加しています。相

談件数は右肩上がりですが、このうちのすべて

の子どもが施設や里親に行っているわけではあ

りません。９割以上は在宅で指導しています。し

かし中には、親と離れている子も全国で46,000

人ほどいます。

　できるだけ地域で生活できるようにしており、社

会的養護の子は家庭養護と施設養護に分かれ

ます。里親は家庭養護になります。

　里親は１割程度、残りの８割以上は施設で生活

しています。

　里親とは、何らかの事情で家族と過ごせない子

どもを受け入れて育ててくれる方のことです。戦

後は孤児なども多かったようです。

　まずは実の親との家庭での生活をめざすので

すが、グループホームなどもあります。国は現在、

里親の割合を３分の１程度まで増やすことを目指

しています。しかしそれを実現するには、里親が

もっと必要です。

　集団生活では身につかないこともありますし、

子どもは自分だけを見てくれる人を求めていま

す。その欲求が満たされるのが、里親です。施

設では残念ながら、朝夕で同じ職員が送り迎え

してくれるわけではありません。

　大阪府で里親を必要とする子ども1,458人のう

ち145人が里親の元で生活しています。現在、

214家庭が里親として登録しています。府の里親

委託率は11.3％で、全国平均よりかなり低いで

す。

　八尾市では児童養護施設に37人、里親は２人

です。登録里親は13家庭です。

　里親の問い合わせ件数は増えていますが、実

際に登録されているのはごくわずかです。

　里親の種別は主に３つあり、法的に養子となる

養子縁組里親、実の親と暮らせない間預かる

「はぐくみホーム」、生活基盤は施設ですが週末

や長期休みに招いて家庭生活を体験する週末

里親があります。

　里親には実習や研修を受けていただき、審査

の結果、登録できます。実際に子どもを預かると、

国から一定額が支払われますので、まったくの

自腹ではありません。

　これからも里親委託を推進するために、今日は

少し知っていただけたと思います。今後も里親を

サポートしていただければ、うれしく思います。ま

た興味のある方をご紹介いただければありがた

いです。

▼ふたば里親会・辻本　眞波　会長

　子どもができない、でも子どもを育てたい、とい

うことで平成元年に養子縁組として里親に登録し

ました。

　我が子になる子と初めて出会ったときは、笑わ

ない、泣かない、じっとしている子でした。半年が

過ぎて、裁判所に認定をいただきました。

　子どもは愛されることで前頭葉が発達するそう

です。

　夫婦でも悩みながら、里親をしようということで

これまで週末で6名、養育で25名と出会いました。

中にはわずか１日だけだった子もいます。

　時には「今すぐ預かってほしい」と連絡が来るこ

ともあります。そんな時は「この子にとっては、うち

が最後の砦なのかな」と思い、受け入れています。

　子どもには何の責任もありません。子どもの親

と、その親がうまくいっていないと問題があります。

　現在は９歳の女の子と暮らしています。そして

産婦人科から赤ちゃんが来ることもあります。産

んだとたんに運ばれてくるのです。

　その赤ちゃんを見て９歳の子は「この子はどう

なるの？」と必ず聞いてきます。やがて親元に返

されるときになると、その子に「よかったな」「いつ

でも会いにきて」といってくれるようにまでなりまし

た。

　これからも力ある限り、里親をしていきたいと

思っています。一人でも多くの人に家庭のあた

たかさを知ってもらえたら、うれしく思います。



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 相馬　康人　　副委員長 ▼ 山本　隆一
委 　員 ▼ 吉本　憲司　　津田　伸一

■ 出席報告

月日

8/29

9/5

9/12

会員数

62

62

62

出席

46

42

44

うち出席規定
適用免除者

12

15

11

メーク
アップ

1

出席率

85.20％

73.68％

83.02％

確定
出席率

87.04％

▼山本会長　辻本様他の皆様、本日卓話よろし

くお願い致します。

▼稲田副会長　２週連続欠席スミマセン。

▼澁谷幹事　辻本様、卓話宜しくお願いします。

ご夫人誕生日。

▼笠井・濵岡会員　良い事が有りました。

▼田中会員　辻本会長、緒方様、本日卓話よろ

しくお願いします。植村先生、いつもお世話にな

ります。

▼松井会員　今日は早くから委員会の皆様、打

ち合わせ有難うございました。

▼長竹・平尾会員　例会欠席お詫び。

▼野村会員　八尾河内音頭まつり中止になって

しまいました。残念です。

▼西村会員　車のバッテリーが、あがりました

（泣）。例会欠席お詫び。

▼富田会員　長竹さん、先日は遅くにすみませ

んでした。いつもニコニコ有難うございます。バッ

ジ忘れ。

▼福田会員　大坂なおみ全米優勝おめでとうご

ざいます。ヨネックスの株価が30％上がったみた

いですね。

▼幡田会員　台風21号、北海道地震災害で亡く

なられた方々のご冥福をお祈りします。いつもニ

コニコ有難うございます。

▼相馬会員　野村会員、大槻会員、先週末は有

難うございました。

▼藤田会員　いつもニコニコ有難うございます。

▼曽家会員　台風の被害が多く、例会欠席です

みませんでした。例会欠席お詫び。

▼竹中会員　宮川様、深夜にトイレ借りに来ない

で下さい。眠いです。朝起きると川村会員ソ

ファーで寝てました。びっくりな一週間でした。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

今後の予定

ニ　コ　ニ　コ　箱

月 火 水 木 金 土 日

ガバナー
公式訪問

秋のRYLA
セミナー（～24日）

理事会

ロータリー財団
セミナー

金光八尾
文化祭

基本的教育と
識字率向上月間／
ロータリーの友月間月

月 火 水 木 金 土 日

理事会

地区公共イメージ
向上セミナー

月

経済と地域社会
の発展月間
／米山月間
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