第2400号

高知東ロータリークラブ 週報
12月040日.2019

本日

12月４日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知

次週

五 大 奉 仕 中 間 発 表・年 次 総 会

第2446回 例会報告／令和元年11月27日

天候

◇ロータリーソング
「母さんのうた」
◇会 長 挨 拶
皆さん、こんにちは。
今年も残すところ１ヵ月
余りとなりました。早く
もお正月のしめ縄づくり
が始まったようです。
先週の23日から24日、
徳島での地区大会へ参加してきました。行き
は岡本幹事ご夫妻に乗せていただき、帰りは
皆さんとバスで帰ってきました。車から眺め
る山々の紅葉も楽しみました。
地区大会では、昨年度出席優秀クラブとし
て表彰され、代表で舞台に上がり、大島ガバ
ナーより賞状をいただきました。また、ロー
タリー在籍50年表彰で西山忠利さん、国際大
会出席５回以上で中平真理子さんが表彰され
ました。お世話いただいた西森やよい副幹
事、添乗員役ありがとうございました。お陰
様で有意義で楽しい時間を過ごせました。
印象に残ったお話を二つ。
ロータリー平和センターの山﨑さんの基調
講演の中で、戦争はアスファルトの道、進む
スピードも速い。平和はイバラの道、ごつご
つの土・石の道、なかなか前に進めない厳し
い道。
記念講演の小泉元首相は、総理大臣になっ
た昭和63年、100歳以上は3,000人だったが、
医療の発達と安定した衣食住のために、2019

12月11日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
ゲストスピーチ
「若者の学びなおしと自立支援」
高知県教育委員会事務局生涯教育課社会教育主事 清藤 政博 氏

曇

年には７万人。100歳の方を対象に「楽しみ
は何ですか？」と聞くと、孫がお見舞いに来
てくれること、60歳の孫が会いに来てくれる
ことが1番嬉しいと。小学生のお孫さんかと
思いきや、ビックリ！なるほどでした。
来年は香川県で2021年５月15日から16日の
開催です。皆さん、ぜひ一緒にいきましょう。
少し長くなりますが、高知は園芸王国です
が、もう一つ「花」の大産地でもあります。
高知の花き園芸の技術は、日本はもとより世
界でも高い評価を得ていて、絶えず新しい花
の開発に挑戦しています。いくつか高知の誇
る花をご紹介すると、まずはユリ。出荷量は
全国第２位。香り高く、優雅で華麗なカサブ
ランカをはじめ、200種類以上の品種があり、
全てのつぼみが開花するように栽培していま
す。長浜の中村農園は、今や世界的に有名で
す。次に高知の花といえば、ブルースター。
全国シェアの９割を占め、ドイツで開かれた
世界最大級の国際園芸見本市で、切り花部門
最優秀賞に輝きました。特に芸西村が有名で、
花持ちもよく、花言葉は「信じ合う心」。結
婚式に花嫁が青を身に付けると幸せになれる
というサムシングブルーの伝説もあって、結
婚式のブーケに大人気です。ブルー以外にも
白やピンクなど、新しい色が次々と生まれて
います。
トルコキキョウ（ユーストマ）はこれから
の季節、冬場の出荷量・品質とも全国トップ
クラスです。花色が多く、どんな花と活けて
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も相性がよく、主役にも脇役にもなれる花持
ちのよい重宝な花です。もう一つ、忘れてな
らないのがグロリオサ。全国に出回る７割が
高知産で、輸出もされています。海外の品種
に比べて茎が太く、花も豪華でお祝い事の贈
り物として人気があります。花色はミサトレ
ッドという品種名にもなっている赤と黄色が
メインですが、薄赤、オレンジなどの新色も
開発され、2002年、オランダのコンテストで
グランプリを獲得し、その名が知られました。
最後に、花の手入れは、買ってきたらすぐ
切り口を斜めにスパッと切るのがポイント。
そして、水が汚れないよう水に浸かる下葉は
取り除きます。水の量は、活けた日はたっぷ
り、２日目からは呼吸できるように浅く。傷
んだ花はさっさと取り除き、水替えのときに
は茎のぬるぬるは洗うように。
高知の花の素晴らしいところは、とても長
持ちすることと、全てのつぼみが開花するよ
うに栽培されていることです。皆さんもぜひ、
一輪の花、一本の花に込められた高知の花づ
くりへの情熱と技を感じ取っていただけたら
と思います。
本日は、
「おむつバンクのその後」と題し
て、武樋保恵様にお話を伺います。よろしく

お願いします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
セントアンドリュースＲＣ
OLIVER BJORKSTEN 氏
◇水曜会よりバザーのお願い
毎年、水曜会は
市役所前の花壇に
花の寄贈をするた
めにバザーを行っ
ており、今回で29
回目となります。
近年、出品数も減り、売上も激減しています。
皆さま、お忙しいところ申し訳ありませんが、
不要の品物、衣類、食料品、タオル、石鹸、
雑貨等々、ご協力をお願いします。
品物は11月11日の例会前にお預かりにまい
りますので、よろしくお願いいたします。
◇会 長 報 告
・ガバナー事務所より、地区大会への参加の
お礼が届いています。
◇幹 事 報 告
・来年２月15日、ＩＭが開催されます。入会
３年未満の方は参加をお願いします。
・来週の例会は５大奉仕中間発表と年次総会
を行います。

社会福祉法人みその児童福祉会乳児院
高知聖園ベビーホーム 園長

◇ゲストスピーチ

武樋

保恵 氏

「おむつバンクのその後」

新本町の江の口小学校の前に聖園児童福祉
会高知支部があり、その中に高知聖園ベビー
ホーム乳児院と児童養護施設、保育園、児童
家庭支援センターが２ヵ所という五つの事業
所があります。乳児院は、様々な事情によっ
て家庭で養育することが困難な状況にある子
どもさんを預かって、24時間子どもたちの生
活を支えています。ですので、子どもたちの
お家ということになります。
職員は全部で55名、子どもの定員は30名、

現在は満杯です。入所といって、しっかりお
預かりして養育をしている子どもたちが23名、
一時的に保護されている子どもたちが７名。
一時保護の理由は虐待だとか、急に生活でき
なくなって急遽預からなければいけなくなっ
たなど様々です。年齢は０歳から２、３歳。
高知県唯一の乳児院です。生まれてすぐ、病
院から来る子もいますので、何より、子ども
たちが、大事にされている、愛されていると
感じられるように養育をしています。家庭に
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近い環境で、職員と子どもたちが家族のよう
な関係性の中で生活をして、人間が生きてい
く上で大事な、人との信頼関係、愛着関係が
しっかり築けるように、その子だけの特別な
職員として、１人１人の子どもたちに担当職
員がついています。
子どもたちには、当然保護者がいますの
で、保護者も会いに来ています。最終的には
家族のもとに帰すことが目標ですので、子ど
もたちと家族をもう一度つなぎ合わせること
も乳児院の大切な役割です。
もう一つ、私が兼務しているのが児童家庭
支援センター高知みそのです。これは、地域
で様々な事情で、養育や生活に困難を抱えて
いるご家庭に、私たちが出向いてサポート支
援を行っています。児童家庭支援センターは
県内では高知市内に二つ、四万十市・佐川町
・田野町に一つずつの計５ヵ所あり、電話相
談もしますが、訪問して一緒に沐浴をしたり、
病院受診の同行など、いろんなサポートをし
ています。相談は無料で24時間365日行って
います。ご自身からというよりは、多くは県
や市町村、病院、保健師さんなど関係機関か
らの依頼です。
平成29年、ご縁があって西森先生から高知
おむつバンクを立ち上げたい。ついては、事
務局をしてもらえないかというお話があり、
すごく素敵な取り組みだと思い二つ返事でお
引き受けしました。初年度は、ロータリーさ
んのご支援をいただき、おむつバンクキック
オフイベントとしてシンポジウムを開催し、
私もシンポジストとして参加しました。この
年はおむつ15袋、７名から寄付を頂きました
が、残念ながら配布までには至りませんでし
た。
平成30年も東ＲＣさんのイベントに参加さ
せていただき、おむつバンクの広報を行いま
した。この年は、８名から29袋の寄付を頂き、

３家庭に配布ができました。
現在、おむつが欲しいという問い合わせは、
市社教、市町村の福祉事務所などの関係機関
からがほとんどです。そこで、子育て支援を
しているセンターや生活困窮者などへのサポ
ートをしている高知県・市社教さんに出向き、
一緒に何かできることはないかと考え、取り
組みを始めています。
令和元年９月15日、おむつマルシェをかる
ぽーとで開催しました。お母さんもお子さん
もみんなが楽しく過ごせるように、本の読み
聞かせ、食べ物や手づくり作家の店、子ども
たちが終日遊べるイベントブースも構えまし
た。福祉専門学校の学生さんにも声をかけて、
えぷろんシアターをしてもらいました。私ど
もの法人の本部からは、理事長が自らおむつ
を買って持ってきてくれました。来場者は
254名。テレビ高知や高知新聞、ほっとこう
ち、Ｋ＋、読売新聞にも掲載していただきま
した。
このイベント中、８名の方から９袋のおむ
つの寄付を頂き、チャリティによる募金は５
万8,754円集まりました。このお金は、ミル
クがないという相談者もあるため、ミルクの
購入資金にしたいと考えています。また、
ロータリーの皆さん、西森先生にも終日お手
伝いいただき、本当にありがとうございまし
た。
今年度の広報活動としては、先日のカーニ
バル00in高知にも参加し、おむつバンクのチ
ラシを配布しました。また、今後、私どもで
行う事業や施設の見学者、実習生にもチラシ
を渡して、１人でも多くの方におむつバンク
のことを知っていただきたいと考えています。
今後もおむつバンクの活動が広がっていける
ように、皆さんのご協力をよろしくお願いい
たします。
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◇出席率報告
総数 出席 欠席
11月27日
11月13日

－6

55 37

4

メイク
アップ

8

HC出席率 出席率
62.27％ 91.84％

ロータリー休日

前川美智子 徳島の地区大会には、竹村副
会長、岡本幹事、西森やよい副幹事には大変
お世話になりました。特にバスの手配や集金
など、引率者のお役目お疲れ様でした。お陰
様で有意義な楽しい２日間を過ごすことがで
きました。全て時間どおり、帰りの高知着も
ジャスト17：30、得月樓前に着きました。感
謝します。ご参加の皆さまもありがとうござ
いました。追記・ホームページ活動報告、空
メール何度も失礼いたしました。
● 岡本淳一
本日11月27日が20回目の結婚記
念日です。今晩、すき焼きの肉を600ｇ買っ
てきてと家内に頼まれました。安い記念日と
なりました。
● 西森やよい
地区大会では、会員の皆さま
に大変お世話になりました。準備中から温か
い言葉をかけていただきましたこと、当日も
●

様々な形でお助けくださいましたこと、心か
ら感謝しております。ありがとうございまし
た。武樋さん、卓話ありがとうございます。
おむつバンクを大切に育ててくださり、感謝
にたえません。これからもどうぞよろしくお
願いいたします。
● 中平真理子
地区大会、ご出席の皆さまお
疲れ様でした。お世話になりました。特に会
長、幹事、副会長、副幹事は大変だったと思
いますが、数々のハプニングにもめげず、大
変お世話になりました。ありがとうございま
した。
● 窪田満里子
四国大会、突然に出席できず
ご迷惑おかけしました。ごめんなさい。体調
には気を付けます。
● 髙橋卓弥
武樋さん、本日はお忙し中、卓
話いただきありがとうございます。
● 鬼頭愼一
誕生祝いありがとう。
● 岡﨑勇樹
先週のクラブ協議会の二次会の
残りをニコニコへ！
● サロンイースト協力金として
いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退 ２件
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2019年11月23日㈯～24日㈰
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於：アスティとくしま

■高知東ＲＣ当面の日程
12月６日㈮ 年末防犯パトロール
（18：00 中央公園北口集合）
12月11日㈬ 役員会
12月18日㈬ 忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
12月25日㈬ ロータリー休日
2020年
１月１日㈬ 休会（国民の祝日）
１月８日㈬ 時間変更例会
（ザ クラウンパレス）
１月８日㈬ 定例理事会
１月12日㈰ 水曜会バザー
場所：中央公園大丸前 10：00～
１月22日㈬ 職場例会
１月22日㈬ 役員会
１月29日㈬ ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ
12月９日㈪
高知ロイヤルＲＣ
12月17日㈫
高知南ＲＣ
12月19日㈭
高知中央ＲＣ 12月19日㈭
高知西ＲＣ
12月20日㈮
高知北ＲＣ
12月23日㈪
高知ＲＣ
12月24日㈫
高知ロイヤルＲＣ
12月24日㈫
高知南ＲＣ
12月26日㈭
高知中央ＲＣ 12月26日㈭
高知西ＲＣ
12月27日㈮
高知北ＲＣ
12月30日㈪
高知ＲＣ
12月31日㈫
高知ロイヤルＲＣ
12月31日㈫

ロータリー休日
クリスマス夜間例会
年内最終夜間例会
クリスマス夜間例会
忘年夜間例会
クリスマス夜間例会
忘年夜間例会
ロータリー休日
ロータリー休日
ロータリー休日
ロータリー休日
年末休み
年末休み
年末休み

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

合

計

先週まで

676,912円

6,441円

683,353円

11月27日

30,150円

0円

30,150円

今期の累計

707,062円

6,441円

713,503円

●会長／前川美智子 ●幹事／岡本淳一 ●雑誌会報委員／島村信一・浦田健治・早瀬源慶
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM ●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知 （088）
873－1111
●事務所／高知新聞放送会館６階 〒780－8572 高知市本町3－2－15
直通（088）
824－8660
ホームページアドレス
（PC・携帯共通）
http://www.kochi-east-rc.com
メールアドレス 事務局／hcrc@coﬀee.ocn.ne.jp 広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com
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