
■司　　会　ＳＡＡ　市川　慎二

■開会点鐘　会　長　佐藤　真吾

■斉　　唱　我等の生業
　■出席報告

■本日の欠席者
岡田、宋、田川、目黒、柳沢

■他クラブ出席者　
福村（横浜戸塚 RC)

■表彰　

　　福村　　正会員

　　　ポールハリスフェロー　　１

　　　第３回米山功労者
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横浜旭ロータリークラブ

ロータリーは世界をつなぐ
ROTARY  CONNECTS  THE  WORLD

本日の出席数　 　20 名

本日の出席率    80.0％

会員数　　　  27 名

修正出席率  　 92.59％ 

■会長報告　　　　　　　　　　 
　皆さんこんにちは。新型コロナウイルスの

脅威がすぐ近くに迫っています。今月３日に

横浜港に到着した大型クルーズ船「ダイヤモ

ンド・プリンセス号」で行われている海上検

疫で 12 日、検査結果が判明した 53 人のうち、

39 人が新型コロナウイルス陽性と判明しまし

た。これでクルーズ船で陽性が確認されたの

は、合わせて 174 人となります。また、この

検疫に対応していた検疫官１人が新型コロナ

ウイルスに感染した事も確認されました。さ

らなる感染拡大が懸念される中、会員の皆様

におかれましては、咳エチケットや手洗い、

うがい、アルコール消毒などの予防対策の徹

底をぜひお願い致します。

　さて、２月は平和構築と紛争予防月間です。

今日は月間テーマに因んで、2012-13 年度田

中作次 RI 会長の時に開催した平和フォーラム

について、当時の記事をご紹介させていただ

きます。

「世代と国境を越えて平和を見つめた広島平和

フォーラム」

　2013 年５月 17 日、広島で開催されたロー

タリー世界平和フォーラムにあわせ、田中作

次 RI 会長が、ロータリーや地元のリーダーと

共に平和記念公園を訪れ、第二次世界大戦中

に投下された原爆によって命を落とした人々



会長ノミニーは、「己の欲せざる事、人に施す

事なかれ」という文化や宗教を超えた概念を

紹介した上で、ロータリアンは、超我の奉仕

と平和の礎を築く事でこれを実践していると

述べました。また、「私たちは、それぞれの地

域社会で平和を築きながら、世界平和を実現

する。友情と互いを受け容れる心を養う事で、

世界平和を築いている」と語りました。

【今日の卓話】

　今日は、市川さんの職業卓話です。今どき

の子供達の事、その親の事、教育現場の現状

をくわしく教えて下さい。それではよろしく

お願いします。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

〇横浜あざみロータリークラブ

日時　３月４日㈬休会

日時　３月 18 ㈬夜間例会

　　　点鐘　18 時

場所　あざみ野ローンテニスクラブ１階　　

　　　レストランカフェ・ド・ローランギャロ　　

日時　４月１日㈬移動例会

　　　　米山梅吉館見学会

日時　４月 22 日㈬移動例会

　　　点鐘　12 時

　　　14 時～チャリティーコンサート

場所　アートフォーラムあざみ野１階

　　　横浜市青葉区あざみ野南 1-17-3

■ 2019-20 年度第 11 回理事会議事録
　　　　　　　　　　　　　　 　大川　伸一

日時　令和２年２月５日

場所　例会場

出席者 (敬称略 )

佐藤真吾、田川、安藤、五十嵐、北澤、新川、

市川、二宮麻理子、大川

【報告事項】

１）各委員会からの活動報告 (後記 )

２）会計報告：現在まで特に問題なし

３）旭・日本語ボランティア支援について

　　支援金３万円支給済み

【協議事項】

１）2020-21 年度地区補助金プロジェクト

　　現在時点で計画無し
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の慰霊碑に献花しました。その後会長は、広

島平和資料館を訪問し、多くの世界のリーダー

が名前を記してきたゲストブックに記帳しま

した。

　日本人である田中会長（八潮ロータリーク

ラブ所属）にとって、「平和」は重要な意味を

持ちます。2012-13 年度の RI テーマを「奉仕

を通じて平和を」とした会長は、ロータリア

ンや一般の人々、特に若者達が日常の生活を

通じて平和を見つめる機会を提供する為、３

回の平和フォーラムを主催しました。

　広島での平和フォーラムには、ロータリア

ン、地元リーダー、地元学生や世界中から参

加した学生に加え、ロータリー平和センター

プログラムの学友など、2700 人以上が参加し

ました。また、湯崎英彦広島県知事と松井一

實広島市長もパネルディスカッションに参加

しました。

　今回の広島フォーラムの前には、ベルリン

（ドイツ）とホノルル（米国、ハワイ州）でも

平和フォーラムが開催されました。いずれも、

第二次世界大戦で甚大な被害を受けながら、

現在は平和の象徴となっている都市です。

　フォーラムの閉会式で田中会長は、「一つ一

つのロータリーのプロジェクト、一つ一つの

奉仕が愛と思いやりを育みます。正しいやり

方で、正しい理由の為に奉仕すれば、平和と

調和の中で人々が一体になれるはず」と述べ

ました。

　フォーラムの参加者は、「平和はあなたから

始まる」のコンセプトを基にした平和宣言を

採択しました。この宣言は、日常生活におけ

る人々との調和や、国籍、政治、宗教、文化

の隔たりを超えた友情を生み出す為に、一人

一人に行動を呼びかけるものです。

　フォーラムの最後に田中会長は、「「平和」

をどう定義するにせよ、それがロータリーに

とって究極の、そして実現可能な目標である

事をご理解いただきたい。平和は、政府間の

協定や闘争だけで実現するものではなく、日

常のささやかな方法の積み重ねによって成し

遂げるもの」と出席者に呼びかけました。

　同じく閉会式で講演したゲイリー・ホァン
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【審議事項】

１）２０２０年度ロータリー米山奨学生世話

クラブについて

　地区より具体的な候補者の依頼あり、引き

受けることを決定。カウンセラーは宋会員の

予定。

【その他】

１）ボーイスカウトへの支援依頼あり

　１万円程度→検討事項とする。

〇委員会報告

・プログラム委員会　

　外部卓話者検討　４月体験例会時

・公共イメージ

　創立 50 周年記念事業としてのタウンニュー

　ス特集号　２月中旬発刊予定

・青少年奉仕

　神奈川県立看護福祉高等学校インターアク

　トクラブ設立総会→２～４月の火曜日予定

・職業奉仕

　がんセミナー　３月 21 日㈯決定

・社会奉仕

　クライム支援　３月 20 日㈮決定

・創立 50 周年記念事業実行委員会

　記念誌の発刊

・定款・細則改正検討委員会

　北澤委員長始動

■ロータリー財団　　　　       新川　　尚

　ロータリーとゲイツ財団がポリオ根絶資金

の上乗せを延長！

　ロータリーとビル＆メリンダ・ゲイツ財団

は 1/22 ポリオ根絶に年間１憶 5000 万ドルを

投入するための長期パートナーシップＷＰ継

続することを発表しました。この提携の下、

ロータリーは今後３年間毎年 5000 万ドルを拠

出することを目標に掲げゲイツ財団はロータ

リーの拠出金に対して２倍額を上乗せするこ

ととなります。

　この資金は疾病のサーベイランス ( 監視活

動 )、技術支援、予防接種活動の運営支援など、

ポリオ根絶活動に充てられます。

ロータリーとゲイツ財団のパートナーシップ

によりこれまで」20 憶ドルが生み出されたほ

か、1985 年にポリオプラスプログラムが開始

されて以来、ロータリアンがボランティアと

してポリオ根絶活動に無数の時間を捧げて来

ました。ご寄付にはゲイツ財団から２倍額が

上乗せされます。endpolio.org/ja からポリ

オ根絶の情報をご覧いただき、ご支援をお寄

せください。(国際ロータリー記事より )

■公共イメージ委員会
１）RLI について

　地区から、RLI（ロータリー リーダーシッ

プ 研究会）の開催の案内が届いております。

　今年度のガバナー方針に「研修の意味を考

えて取り組むと共に、活動、行事に参加しロー

タリーを知りましょう」とあるように、RLI

に参加される会員を求めています。

　RLI は、RI の正式なプログラムではありま

せんが、RI が承認している、多地区合同のプ

ログラムです。将来クラブのリーダーシップ

となる会員に、質の高い教育と、リーダーシッ

プ技能を提供できる研修会となります。

　出席対象者は、クラブ会長、会長エレクト、

幹事、中堅会員、新会員と、ロータリーを一

層理解したい方であれば、誰でも参加できま

すので、ぜひ参加希望される方は事務局まで

お伝えください。

２）２月 13 日㈭のタウンニュースにて、当ク

ラブの創立 50 周年記念の特集号が配布されま

す。皆様、ご協力ありがとうございました。

　各会員の広報用名刺の見本が出来上がりま

したので、回覧致します。訂正箇所などあり

ましたらお知らせください。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

佐藤　真吾／①タウンニュースに創立 50 周年

記念特集が掲載されました。会員の皆様、ご

協力有り難うございました。②市川さん、職

業卓話よろしくお願いします。

大川　伸一／市川さん、本日の職業卓話をよ

ろしくお願いします。

市川　慎二／本日、卓話をさせて頂きます。

拙い内容ですがご了承下さい。

倉本　宏昭／市川会員、卓話幼稚園向けでは

なくて、大人向けでやってね。

福村　　正／ご無沙汰です。表彰頂き恐縮で

す。ありがとうございました。



– 4 –

うので、一概には言えませんが、日常の会話

や指導を行う上では、非常に重要な役目を持っ

ています。

　性格が合う合わないは親子にもあり、ただ

接しているだけで、イライラしてストレスが

たまるといったことが原因で、虐待に繋がる

ことがあります。また、「自分の子は、周りよ

りも頭が良い」と思い込む、言うことを聞か

ない、自分も小さいころ虐待されていた、親

や子に発達障害がある、会社などのストレス

を子どもにぶつける、交際相手や再婚相手に

子どもがいて、手を挙げるケースも増えてい

ます。

　子どもが言うことを聞かないから、縛って、

段ボールにいれて、食事も与えなかったとか、

口をガムテープで塞ぎ、手足も縛って洗濯機

に入れた、水風呂に入れて苦しんでいる様子

を、スマホなどで動画を撮っていたなんてい

うこともありました。本当に信じられません。

　皆様もご存じと思いますが、2018 年に起き

た、東京都目黒区の事件も、心が痛くなる事

件でした。ニュースによると、亡くなる５日

くらい前から、食べ物を与えても吐いて受け

付けず、命に危険があるのも明らかなのに、

病院にも連れて行かなかったそうです。きっ

と虐待の発覚を恐れていたのだと思います。

　室内灯がない暗い部屋で、一人で寝起きし

ていたといい、まだ５歳なのに朝５時から小

学生レベルの勉強、ハードな運動をさせ、体

重の記録、これらのことができなかったり、

言うことを聞かなければ暴力をふるうといっ

た、最近では教育虐待とも言われているもの

です。他にも、水シャワーもかけられたり、

体中には 170 か所もの傷や、殴られたアザが

あり、体重も約 12 キロ、これは２歳児くらい

の体重で、あばら骨が浮き出るほど痩せて衰

弱していて、自力ではトイレにも行けずオム

ツをさせられていたといいます。唯一、助け

てもらえる望みのあったお母さんも、DV によ

る洗脳や、暴力への恐怖などもあると思いま

すが、わが子への虐待を教育と受け止めて、

傍観してしまったのだと思います。

　虐待には「児童虐待の防止等に関する法律」

北澤　正浩／市川さん、卓話とても楽しみに

しております。

安藤　公一／市川さん、卓話よろしくお願い

します。

斎藤　善孝／市川さん本日の卓話楽しみです。

二宮　　登／市川さん、卓話楽しみにしてい

ます。

兵藤　哲夫／市川さん、卓話楽しみにしてい

ます。変化する幼稚園、保育所教えて下さい。

佐藤　利明／市川さん、卓話楽しみにしてい

ます。

■職業卓話
「児童虐待の定義と現状」　　　　市川　慎二

　人は認知するのに、同時処理が得意な人と

継時処理が得意な人に大きく分かれると言わ

れます。

　大体の人が、どちらもバランス良く使いな

がら、様々なことを処理している人もいれば、

どちらかに偏っている人もいるのです。これ

は、アメリカの心理学者であるカウフマン夫

妻が提唱し、子どもの得意な認知処理の方法

を見つけることで、子どもへの指導やより良

い教育の仕方が見えてくるため、日本では発

達検査にも使われているものです。幼稚園や

保育園の先生は、子どもへの対応の仕方にお

いて、これを踏まえて配慮しなければなりま

せん。

　この他にも、絵などを目で見て理解するの

が得意な視覚優位な子。

　話しなどを、耳で聞いて理解するのが得意

な聴覚優位な子。

　何度も書いたり、体験して理解するのが得

意な体感覚優位な子などが、複雑に重なりあ



により、定義として、身体的虐待、性的虐待、

ネグレクト、心理的虐待となっております。

この定義が明らかになっても、非常に難しい

ものが虐待としつけの違いです。

　なぜなら、虐待としつけの間には、正式な

線引きができないグレーの部分が広がってい

るからです。基本的には、定義の中で子ども

が耐え難い苦痛を感じていたら、それは虐待

だと思います。

　今日は、乳幼児の置かれている現状の一つ、

主に虐待についての話をさせていただきまし

た。

　何の抵抗もできない乳幼児の子どもは、日

本という世界でも限られた平和な国に生まれ

てきたはずなのに、親という、この世でいち

ばん信頼し愛している人に、毎日虐待される

という、地獄のような生活しか知らないまま

死んでしまう子がたくさんいるのが現状です。

虐待がなくなること、一人でも虐待児が減る

ことを心より祈っています。

〇人には合う、合わない、得意、不得意がある。

・人とのコミュニケーション

　（会話が弾む、一緒にいると落ち着くなど）

・地図を読むのが得意、不得意

　（地図をグルグル回すなど）

・片付けが得意、不得意

　（片付けの途中で終わる、物を元の場所に戻

　さないなど）

・作文を作るのが得意、不得意

　（文章を組み立てるのが苦手など）

〇同時処理タイプと継時処理タイプ

（心理学者カウフマン夫妻提唱）

同時処理タイプ

・仕事や勉強など、最初に目的や全体像を伝

　えると理解が早い。

・曖昧な説明や指示で、手際よく動ける。

・地図などを見て、位置関係などを把握できる。

・機械物など、説明書を見ずに、すぐに使い

　始める。

継時処理タイプ

・仕事や勉強など、順番に説明通りに行うこ

　とが得意。

・丁寧に一つずつ行うので、ミスが少ない。

・文章や言葉で目的地まで示されていると、　

　理解が早い。

・機械物など、壊さないように、説明書を読

　んでから使い始める。

〇児童虐待の定義と現状

児童虐待は４種類に分類されている。

１）身体的虐待

・殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、

　激しく揺さぶる、やけどを負わせる、

　溺れさせる、首を絞める、

　縄などにより一室に拘束する　など

２）性的虐待

・子どもへの性的行為、性的行為を見せる、　

　性器を触る又は触らせる、

　ポルノグラフィの被写体にする　など

３）ネグレクト

・家に閉じ込める、食事を与えない、

　ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、

　重い病気になっても病院に連れて行かない

　など

４）心理的虐待

・言葉による脅し、無視、

　きょうだい間での差別的扱い、

　子どもの目前で家族に対して暴力をふるう、

　きょうだいに虐待行為を行う　など

〇児童虐待の現状

厚生労働省によると、児童相談所の児童虐待

の相談対応件数（平成 26 年度）は、児童虐待

防止法施行前（平成 11 年度）の 7.6 倍に増加

（88.931 件）　

　虐待死は、ほとんどの年で 50 人を超えてい

る。ここ最近では、教育をされる側が受ける
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虐待をさす、教育虐待という言葉が生まれて

きた。明確な定義はないが、子どもの人権を

無視して過度な勉強や習い事をさせる行為を

指す。

　教育熱心すぎる親が、親の思う成績や結果

がでないと叩いたり、暴言を放ったり、無視

したりといった苦痛を与える。

　2018 年に起きた東京都目黒区の虐待事件

「〇〇のためだと思った」「勉強ができるよう

に」実は、こういった「あなたのため」「より

よい教育」「将来の選択肢が増える」といった

言葉と行動が、子どもの心を追い詰めている

場合があることに、親は気付いてほしい。

■携帯電話でポリオ撲滅を！
　携帯電話で簡単にできるテキストメッセー

ジは、ポリオ撲滅活動を成功させるカギとな

るかもしれません。 

　かつて世界中に広がっていたポリオの発症

は、現在３カ国の一部地域に限られています。

今後は、保健従事者が迅速にワクチンを提供

し、情報を共有していくことが重要となりま

す。ロータリーが主要パートナーとなってい

る世界ポリオ撲滅推進活動では、連絡を強化

するため、パキスタンとナイジェリアの保健

従事者に携帯電話が支給されています。そこ

では、 １つのテキストメッセージが人の命を

救うこともあります。パキスタンでは、予防

接種データを含む母子健康報告書を、従来の

紙から携帯電話と電子モニタリングに移行で

きるよう、地元のロータリー会員が尽力して

います。保健従事者はテキストメッセージを

中央サーバーに送信でき、ポリオ発症の疑い

がある場合は、即座にパキスタン国立緊急セ

ンターに連絡できます。また、予防接種を受

けていない子ども、拒否する保護者の有無、

予防接種の実施範囲も報告します。同国では、

５歳未満の児童 35 万人にポリオ予防接種を行

うことを目指しています。

　携帯電話のおかげでポリオ撲滅活動は大き

な進展を遂げています。綿密なデータをリア

ルタイムで記録し、すぐに共有できるので、

正確さと有効性を高めることができます。こ

れにより、政府やポリオ撲滅活動のリーダー

たちも、必要な意思決定を戦略的に行えます。

〇携帯電話の拡散

　携帯電話の数は急上昇しています。世界で

約 70 億人がもち、そのうち 89％は発展途上

国で使用されています（WHO 調べ）。また、１

日の生活費が 1 ドル未満の人でも、電話やテ

キストメッセージができるようにもなってい

るそうです。発展途上国において、携帯電話

はどのテクノロジーよりも多く使用されてい

ます。

　ロータリーやその他の非営利団体でも、健

康への取り組みを向上させるため、携帯電話

を活用しています。

　　　　　　　　　＊国際ロータリーホームページより

■次週の卓話　

   2/26 ㈬創立 50 周年記念卓話

　　　　　　五十嵐　正会員

　　　　　　内田　　敏会員

　　　　　　倉本　宏昭会員

　　　　　　　　 　　週報担当　佐藤　二郎
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   ◎ここ１～２年観た映画　　

　　　　　　　　　　　　　ヒョウドウテツオ

  ・カメラを止めるな

  ・ボヘミアン　ラプソディー　クイーン

  ・女王陛下のお気に入り

  ・麻雀放浪記

  ・グリーンブック

  ・新聞記者

  ・ロケットマン

  ・ライオンキング

　・人間失格

　・ジョーカー

　・パラサイト半地下の家族

　　◎よく行く映画館

　・ららぽーと　鴨居

　・ワールドポーターズ　みなとみらい

　・ブルグ 13　桜木町

　・ジャック＆ベティ　　黄金町


