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アメリカでは、社会奉仕活動が
高校卒業要件とする地域がある

　アメリカのメリーランド州では、高校卒業要件
のひとつに、サービス・ラーニングを行うことが
あるそうです。サービス・ラーニングとは、「学
生の自発的な社会奉仕活動（サービス）を学習
（ラーニング）の一環として行うこと」だそうです。
　ミドルスクール（11歳～13歳）とハイスクー
ル（14歳～17歳）の7年間で、最低75時間のサー
ビス・ラーニングを行うそうです。

　ではなぜ、このような事を行うのでしょうか。
○社会とのつながりを持つきっかけになる
　基本的に個々の生徒が主体的に行うものなの
で、学校側が活動先を見つけるという事はない
そうです。初めのうちは、親が持つネットワー
ク（例えば、地元コミュニティや職場など）を
活用して見つけるのが現実のようです。年齢が
低いうちは保護者同伴が条件の場合もあり、事
実上は親が戦力のようですが、子どもは、この
ように社会とのつながりを持ち、コミュニケー
ションの取り方を学び、徐々に独り立ちしてい
くようです。

○社会に自分を売り込む「セルフ・プロモーション」
　の練習の場
　学年が上がるにつれて、生徒自身が積極的に
働きかけ、友達や、学校の先生の口利き、部活
動の一環としてのボランティアなど、親のネッ
トワークから離れ、自分の力でサービス・ラー
ニング先を見つけ出していくようです。その際、
大切になるのがセルフ・プロモーションだそう
です。社会に対して自分を売り込み、活動先
を見つけていく。自分には何ができて、自分が
ボランティアすることでどんな良い点があるの
か。など、アメリカ社会はどんなときにも自分
を売り込むことが大切なので、その練習になる
ようです。
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ガバナー公式訪問

　宮崎東ロータリークラブの皆様、こんにちは。
ただ今、紹介いただきました国際ロータリー第
2730 地区 2020-21 年度ガバナー、鹿屋西ロー
タリークラブの風呂井敬で御座います。どうぞよ
ろしくお願い致します。
　宮崎東ロータリークラブにおかれましては、
1997 年（H9 年）創立、素晴らしい歴史と伝統
それに培われた個性と魅力あるクラブ作りをさ
れていることに心より敬意を表します。
　又、地区役員として御協力いただいておりま
す、上山泰寛会員には、この場をお借り御礼申し
上げます。
　１月に発生した新型コロナウイルスは、11 月
9 日現在、世界全体で感染者　5000 万人、死者
120 万人を超えており、ＷＨＯは「パンディミッ
ク（世界的大流行）が加速している」と懸念を表
明し、南北米大陸や南アジア、中東で大規模な感
染拡大が続き「世界は危険な新局面に入った」と
警戒を呼び掛けております。
　１月の国際協議会で、ホルガー・クナークＲＩ
会長テーマ「ロータリーは機会の扉を開く」の発

第 2730 地区

風呂井　敬　ガバナー

表を聞き、胸おどらせて次年度への準備にとりか
かりました。
　さあこれからが三大研修だというその時、新型
コロナウイルスが発生、三大研修のうち 2 月の
地区チーム研修セミナーのみ開催でき、3 月のＲ
ＬＩ方式での会長エレクトセミナー、5 月の地区
研修・協議会はＤＶＤ研修、資料の配布、報告書
の提出という形式で終わったところであります。
　また6月、初めての試みでありました会員増強、
財団、公共イメージの３部門を学ぶ「元気なクラ
ブづくりのためのワークショップ」も中止せざる
を得なくなりました。
　山口会長、クラブリーダーの皆様と対面式の研
修で十分に議論を重ね新年度を迎える予定でし
たが、このような結果になり大変申し訳なく思っ
ております。
　また、現在のコロナ禍、地区内クラブにおきま
しては、例会も開催できず、会員事業所に甚大な
影響を及ぼし出席免除、退会の申請が出ており地
区としてもこれに対応すべく、地区人頭分担金を
支援する方策を採ることといたしました。
　このような厳しい状況の中、会員の皆様の健康
と安全そして会員維持、退会防止を講じながら地
区活動との両立を図って参りたいと考えており
ます。　
　「自粛はすれども委縮はしない」の精神の下、
未来に向かっての活動に取り組んでいく必要が
あります。又、地区クラブでのオンライン会議は
喫緊の課題であり可能な限り進めて参りたいと
思います。

　公式訪問は
・ロータリーの重要な問題、ＲＩテーマ等につ

いて関心を持っていただく
・奉仕活動への意欲を高めていただく

　サービス・ラーニングを通して、アメリカの子
どもたちは積極的に自分を売り込む姿勢を学び、
学校という閉ざされた世界から一般社会という新
しい世界に飛び込み、様々な組織や大人と関りを
持ち、自分自身の視点から物事を見つめて考える
良い機会を得ていると思います。

　最近、県内各地で子どもへの不審な声掛け事案
が発生しているようです。
　歩いている子どもが、「車に乗らない？」とい
う風に車の中から声をかけられたり、自転車や徒
歩で後ろをついてこられたりと、子どもにとって
はとても怖いものではないでしょうか。
　朝の学校への登校時間は、保護者や地域の方が
交差点などに立って交通安全指導を行っており、
大人の目が行き届いていている感じがあります
が、夕方の下校時間帯や、部活動などで下校が遅
くなる夜の時間帯など、朝に比べるとやはり、大
人の目は行き届いていないように思います。
　年齢が高い子どもは、危険を感じて色々と対処

できるかもしれませんが、園児や小学校低学年の
子どもは難しいかと思います。
　なるべく1人では下校・行動をしない、知らな
い人に声をかけられてもついていかない、大きな
声で助けを呼ぶなど、もちろん大切です。その他
にも、危険を感じた時に助けを求めに駆け込める
「こども110 番・おたすけハウス」があること、
防犯ブザーを持ち歩くなど、いざという時に活用
できるよう、保護者をはじめ、周りの大人がしっ
かりと指導し、事件を未然に防ぎたいものです。
　わが社の女性社員の中で、高校時代、下校途中
で駅の駐輪場で不審な人に車の中から声をかけら
れ、必死に駅まで走って逃げた経験があるという
人もいます。駅がすぐそばだったので良かったが、
周りに建物が無かったら・・・人気が無かったら・・・
と、今でもはっきり思い出せるほど怖い記憶とし
て残っているそうです。
　このような事案が起きないよう、ロータリーク
ラブでも何か活動できる事はないか、色々な面で
地域に貢献できればと考える次第です。



ゲスト卓話

　本日はお招きいただき大変光栄に思っていま
す。私、児童養護施設青島学園、園長の又木と申
します。何卒よろしくお願いいたします。

　宮崎東ロータリークラブ様には、日頃より格別
のお引きだてを賜り、当学園に児童に対しまし
て、多額の寄付金をいただいております。昨年
度の寄付金につきましては児童の DVD や BD レ
コーダー、自転車、トランポリン等を購入させて
いただき、大切に使わさせていただいておりま
す。また、毎年当学園の秋楽祭には多数の景品の
寄贈もいただき、祭りを盛り上げていただき、心
から感謝申し上げます。
　児童養護施設は、保護者のいない児童、虐待さ
れている児童その他環境上養護を要する児童を
入所させ、これを養護し、あわせて退所したもの
に対する相談その他の自立のための援助を行う
ことを目的とする施設です。当学園も様々な家庭

青島学園　又木　祥子　園長

・クラブ定款・細則が順守されているかどうか
・クラブ目標の進展状況の確認
・クラブの意見を聞きクラブをサポートする
・顕著な貢献をしたロータリアンの表彰等がそ

の目的とされております。

　宮崎東ロータリークラブにおかれましては、
山口登幸会長、久寿米木和夫幹事を中心に会員
28 名です。

クラブ特記事項
・会員数40 名を目指したい。
・ひまわり賞（職業奉仕賞）の選考・贈呈
・青島学園（児童養護施設）との交流及び支援
・車いすバスケット南九州大会のサポート（友

好クラブ　鹿児島SWRCとの協同支援事業）
・R 財団ポールハリス・フェロー

都原清次会員　他14 名（MPHF含）
ベネファクター　野﨑伸一会員　他４名

その他
・チャーターメンバー７名在籍

村川　保訓　会員、中川　彰伸　会員
中村健一郎　会員、野田　素裕　会員
野﨑　伸一　会員、都原　清次　会員
上村健太郎　会員

・今年度中に、1000 回目の例会を迎える
（2021 年３月 15 日例会予定でしたが…）

　又、最年長は、野﨑伸一様の71 歳でいらっしゃ
いますが、現役で頑張っておられることに心より
敬意を表します。

の事情を背負った児童が入所しており、また、発
達障害や知的障害等の何らかの障害を抱えた児
童も多く入所しています。その一人一人の児童に
少しでも家庭の生活に近づけられるよう日々 25
名の支援員と、５名の調理師、管理栄養士、総務
職員、家庭支援専門員、里親支援専門員、心理士、
職業訓練支援員等、様々な職種でフォローしなが
らかかわりを持ち、適切な支援の展開を図りなが
ら、児童が成人しても困らない生活の在り方を常
に考えながら支援を行っているとことです。

　本来であれば、毎年 11 月中旬頃に秋楽祭を開
催し、関係機関の皆様を招待し、大々的に行うと
ころですが、今年度は新型コロナウイルス蔓延の
関係で、中止せざるを得ない状況となりました。
宮崎東ロータリークラブの皆様には、毎年景品と
いう形でたくさんの物品を寄贈していただきあ
りがたく思っています。
　今回、長年の夢であった音響設備を寄贈してい
ただき、児童、職員一同大変うれしく思っていま
す。本来であれば秋楽祭で活用させていただきた
いと思っていたのですが、先にも述べたように、
今年度は残念なことに中止となってしまいまし
た。
　今回は 10 月の総合防災訓練の際に音響設備を
活用させていただきました。以前から使用してい
た音響設備は、平成 26 年に購入したものでした
が、音の響きも悪く、設置にもかなり時間を要す
るものでした。今回寄贈していただいた音響設備
においては、設置も簡単に行え、また、音量もよ
く、広範囲に声が行き届き、その素晴らしさを再
確認いたしたところでした。本当にありがたい音



例 会 記 録 第981回  2020年11月9日（月）

プログラム

・会長タイム　・幹事報告　・委員会報告
◎ガバナー公式訪問
◎ゲスト卓話　青島学園　又木　祥子　園長
◎記念写真撮影

出席状況報告

11月9日 第981回 10月26日 第979回

会員数 29名 会員数 28名

出席数 22名 出席数 19名

出席率 75.86％ 修正出席率 67.86％

メイキャップを積極的に行いましょう。

本日のビジター　風呂井　敬　ガバナー
　　　　　　　　園田　泰治　地区筆頭副幹事
　　　　　　　　金丸　憲史　ガバナー補佐
　　　　　　　　髙宮　眞樹  君（宮崎西ＲＣ）

新会員入会式

㈱住人棟彩

　代表取締役

　　　　藤丸　昌己　会員

響設備を寄贈していただき、職員からも感謝の言
葉が聞かれるところです。本当にありがとうござ
いました。
　また、今回秋楽祭が中止となったのですが、子
供たちから、何か秋楽祭に代わるイベントを行っ
てほしいと強い要望もあり、内輪だけの秋楽祭を
開くこととなりました。その話を鳥越様にさせ
ていただいたとこと、そこに何か寄贈させてい
ただきたいというありがたいお言葉をいただき、
そのお言葉に甘えさせていただきました。子供た
ちに話をしたところ、子供たちも大喜びでした。
秋楽祭が中止でしょんぼりしていた子供たちで
したが、何から何まで気にかけていただき、児童、
職員一同本当に感謝申し上げます。また、クリス
マスの際にもという話もいただき、大変ありがた

く、うれしいお言葉でした。今回も本当に子ども
たちのために、いろいろと設定していただき、誠
にありがとうございました。
　現在児童養護施設を取り巻く流れとしまして、
小規模化、地域分散化を進めていくよう方針が出
されています。家庭的雰囲気の中で児童を養育し
ていきましょうという流れになっています。これ
から児童養護施設も大きく変わっていくものと
思っています。
　これからも、宮崎東ロータリクラブ様には、ど
うか末永いお力添えを頂きますよう宜しくお願
い申し上げます。

　以上を持ちました挨拶とかえさせていただき
ます。本日は誠にありがとうございました。

新入会員歓迎会


