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■点鐘

預けられた子供はまず慈恵病院の医師が健康状態を確認する。親

■国歌斉唱

ている場合は、実親の合意があれば子供の福祉のために比較的早

が出産前に慈恵病院と話し合いをするなどして意思の疎通が出来
い段階で養子縁組がなされる。実親の合意がない場合やゆりかご
の利用者などで親との意思疎通がなされていない場合は、親が後

■ロータリーソング「奉仕の理想」

から考え直して子供の引き取りを申し出てくる可能性も考え（こ
れは慈恵病院が参考にしたドイツの例でも同様である）
、いった

■台湾訪問の時の歌「サライ」練習

ん熊本市児童相談所により県内の乳児院に移される。

乳児院は熊本市の熊本乳児院と慈愛園乳児ホーム、八代市の八代

■来訪者紹介（会長 白木誠一 )

乳児院の 3 か所。その後一定期間置いて特別養子縁組が行われる。
病院での医療費や乳児院での措置費と子供の生活費は国と、熊本

卓話者

くまもと被害者支援センター 専務理事・センター長 真嶋 浩 様
米山奨学生

県または熊本市が折半する形で支給される。

子供の戸籍は熊本市長が作成し、命名する。2007 年当時の県知

事である潮谷義子さんは、かつて慈愛園乳児ホームの園長さんで

翁力棟 君

した。2007 年 5 月 29 日、幸山政史熊本市長は「こうのとりの

ゆりかご」の運用状況について、年 1 回件数のみを公表するとい

■会長の時間

う市の方針を表明する。慈恵病院は運用開始から 6 ヶ月を経過し

（会長 白木誠一 )

た 11 月に、件数と子供の健康状態について公表する方針とする。

板橋南區扶輪社に贈呈する

ゆりかごのイメージが強い本病院の試みであるが、実際には妊娠

クラブ記念品の披露

した女性に対しての対応はほとんどが「SOS 赤ちゃんとお母さん
の妊娠相談」などの電話やメールでの相談窓口で行われる。当初
年間数十件だった相談件数は、平成２５年度の１. ４４５件にな

「こうのとりゆりかご」

り、平成２６年には前年に放送されたドラマの影響もあり約 3 倍
の４. ０３６件に増加した。相談は電話がほとんどであり、県外

慈恵病院は 2006 年 12 月 15 日に「こうのとりのゆりかご」の

からの相談が約７割で、インターネットで相談実施を知った人が

設置申請を熊本市に提出。翌 2007 年 4 月 5 日に市はこの申請

を許可し、5 月 1 日に完成。5 月 10 日正午から運用を開始した。
同時に慈恵病院は予期せぬ妊娠や赤ちゃんの将来のことを電話や
メールで相談する窓口「SOS 赤ちゃんとお母さんの妊娠相談」の
運用を開始した。

あり、内部は保育器 ( インファント・ウォーマー ) が設置されて

いて常時 36 度に保たれている。扉の中には慈恵病院からの病院

の相談連絡先などが書かれた「お母さんへの手紙」が置いてある。
新生児が入れられるとアラームが鳴り、医療従事者が駆けつける。
監視カメラが設置されているが、親の匿名性を守るため、子のみ

しか映らない。そこに預けることができるのは生まれてから 2 週
ロックがかかり、入れる側からは開けられなくなる。

2014 年１月に行われた同病院の蓮田太二医師による講演で、平

成 19 年から平成 25 年 11 月 30 日までの 6 年間に同病院が相談
を受けたケースのうち特別養子縁組に至った 190 件中、43 件が

ゆりかごは病院東側に設置されており、60cm × 50cm 大の扉が

間以内の子供に限られる。扉を閉めると防犯上の理由から自動

ほとんどだった。

若年層の妊娠によるものであり２３％の母親は１５歳未満であっ
たという。中には強姦の被害者や、小学５年生の出産のケースも
あったという。相談を重ねた結果自分で育てることにしたケース
が２３５件あり、その他も含めて４５３人の赤ちゃんの命が中絶
などから救われた。

「こうのとりのゆりかご」では運用開始以降２－３年おきに検

証報告が行われており、２０１７年の報告で 4 回目になった。

2017 年 9 月 23 日に公表した報告書では問題点として自宅出産

の保護例の急増、「 出自を知る権利 」の問題、施設養育が挙げら
れている。自宅出産の割合は 1,2 回目の検証では 3 割弱だった

－１－

が、3 回目は６０％、4 回目は７９％と大幅に増加しており、体
重１．５００グラム以下のケースや母親が自らへその緒を切った

開催日
2018年 3月2日（金）～3月4日（日）

事例などの危険なケースもあった。また、運用開始以降預けられ

3月10日（土）・11日（日） 会長エレクト研修セミナー

た１３０人のうち２６名が身元不明であり実名化と秘密保持を両

また、1 ３０人中 28 人と約２割が施設で養育されていることも

問題視され、ドイツで実施されている内密出産制度が解決策とし
て提案された。市専門部会の部会長である関西大学教授の山縣文
治は記者会見で「子の命を守ることと出自（を知る権利）を守る
言した。

場所

会場

出席者

台湾板橋市
大分県大分市 ホルトホール大分 白石繁

熊本県上益城 益城町立広安西
新着
郡益城町
小学校グラウンド
熊本ホテルキャッ
案内済み（2/5締め切
3月16日（金）・17日（土） 地区大会
熊本県熊本市 スル・熊本市民会
り）
館
熊本城東RC創立30周年記
熊本ホテルキャッ
3月31日（土）
熊本県熊本市
全員登録
スル
念式典
3月11日（日）

立する方法が必要だと指摘された。

ことをどう両立するか、国を挙げてしっかり考えてほしい」と発

行事名
板橋南區扶輪社創立30周
年記念式典

益城復興バス落成譲渡式

4月8日（日）

地区研修・協議会

4月15日（日）

ディスカッションリーダー（Ｄ
熊本県民交流館
熊本県熊本市
新着
パレア
Ｌ）スキルＵＰセミナー

大分県大分市 ホルトホール大分 次年度委員長

■ロータリー情報の時間

（ロータリー情報担当委員 佐野 茂）

■幹事報告（幹事 古田哲朗）

ロータリー創立記念日

１）

2 月 23 日はロータリーの創立記念日になっております。

永田壮一 ガバナーより、ガバナーノミニー決定の報告。

1905 年当時のアメリカは、経済恐慌で人心はすさみ、犯罪は

中津ＲＣ 瀧 満 氏

巷にあふれているというありさまでした。これを憂えたシカゴの

２）

一青年弁護士ポール・ハリスは、「良い社会を作るためには、人

推薦について（瀧満ガバナーノミニーの次の方）
。４月２０日必着。

ることが大切である」と考え , 石炭商のシルベスター・シール、

３）

の 3 人の友人と話し合い、この理想を多くの人々に呼びかけるた

委員長より、
ディスカッションリーダー（ＤＬ）スキルＵＰセミナー

これがロータリーの始まりです。

の和を図り、世の中に奉仕する気持を、多くの人が持つようにな

永田壮一 ガバナーより、ガバナーノミニー・デジグネート候補者

永田壮一 ガバナー、小山康直 地区研修リーダー、中川貴夫 ＲＬＩ

鉱山技師のガスターバス・ローア、洋服商のハイラム・ショーレー
めに、1905 年 2 月 23 日に第 1 回の会合をもつにいたりました。

の案内。

1905 年頃は、アメリカでは自動車はすでに動いていましたが、

日時 ２０１８年４月１５日（日）１３：００～１６：００

交通機関としては、まだ馬車が圧倒的に多い頃で、飛行機はやっ

場所 熊本県民交流館パレア １０Ｆ 会議室７

※熊本東南ＲＣの該当者 前田日出夫会員、山田公也会員、松本繁会員

と数分間飛べるという時代でした。

この年は、アインシュタインが相対性原理を発表した年でもあ

りました。日本では明治 38 年にあたり、丁度日露戦争が終わっ

４）

た年でした。

一般社団法人 ロータリーの友事務所より、２０１８－２０１９年

度版 ロータリー手帳の案内。 １部 定価６００円＋消費税
（送料別）

第 1 回の会合で、ポール・ハリスは「実業人が友愛の気持をもっ

て親しみあい、仕事の上での知り合いの輪を広げていくために、

５）

熊本県商工会議所青年部連合会より、益城復興バス落成譲渡式の案内。

定期的に集まる会をつくろう」というかねてからのアイデアを提
案しました。4 人がいろいろ話し合った結果、一つの職業から一
人だけを会員として選ぶこととしました。

日 時 ２０１８年３月１１日（日）

※雨天時は、式典は屋内で実施

このクラブは、各週に 1 回、会員の店かあるいは事業所を輪番

９：００～１０：００

に会場として開くことを決めました。会場を輪番に使うこととし

旧車さよならセレモニー・ありがとう乗車

１０：００～１０：３０ 新車贈呈式

たのは、会員がお互いの仕事について、よく知ることが出来るよ

１２：００

称を「ロータリー」としたのです。このことは前回も話しました

うにするためでした。この輪番ということにちなんでクラブの名

１０：３０～１１：００ 新車体験乗車
閉会・解散

が、世界的にロータリークラブが増えたことによってメイクアッ

場 所 益城町立広安西小学校グラウンド

プの利便性によって例会場をホテルか集会場に固定的にして現在

（上益城郡益城町福冨１００１）

に至っているところです。

※益城インター・グランメッセそば

その他 メディア関係の取材が入ります。服装について正装にてお

ロータリー創立にかかわった 4 人は、ともにアメリカ人で、それ

願い致します

ぞれニューイングランド（イギリス系）、ドイツ系、スエーデン系、

６）

ント、カトリック、そしてユダヤ教などとまちまちでした。すべ

第３５号の送付。

とで、その意味では、やがて国際的な運動となる使命をもったロー

そしてアイルランド系の人であり、信仰する宗教も、プロテスタ

社会福祉法人 慈愛園、児童養護施設 シオン園より、
「れいんぼう」

ては、いろいろの人種のるつぼといわれたアメリカならではのこ

－２－

タリークラブの創立会員にふさわしい顔ぶれだったということが
できます。

■出席報告

（出席・プログラム担当委員 河岸彦治）

このようにクラブの誕生した 2 月 23 日を、ロータリーの創立

記念日としており、ロータリークラブ定款にも、第 16 条第 4 節

において「ロータリーの発祥を記念して」という見出しで規定さ
れております。

この条文の内容は「ロータリーの創立記念日（2 月 23 日）の

週は、世界理解と平和週間と呼称する。この 1 週間は、本クラブ
はロータリーの奉仕活動を祝い、これまでの業績を振り返り、地
域内と世界中で、平和、理解、親善のためのプログラムに重点を
置く」と規定されております。

月日

会員数 出席者数

44
02 月 07 日 （免 3）
41
44
02 月 21 日 （免 3）
41
出席免除
02 月 07 日
02 月 21 日

■委員会報告

（職業奉仕担当委員 宮川義行）
２月１７日地区チーム研修セミナーがホ

ルトホール大分で行われました。次年度の

欠席者（11 名）

02 月 07 日

髙山年度の地区運営について議論がなされ
まず次年度のテーマは「インスピレーショ

ンになろう」ということです。
「ロータリーの素晴らしさを感じ

修正出
席者数

出席率
（％）

1

30

73.17

29
27

65.85

住江正治
住江正治

鷲山法雲
鷲山法雲

内田敏視
西村陽介

山本浩之
渡邉一弘

草村安宏

堀内健太郎

堤

ました。

MU

勝也

小松野正彦

今度の 100% 出席の日は

取り、会員ひとりとりがインスピレーションをお越し、奉仕の実

践へ行動して下さい。
」すなわち、自分が変化を起こす主体になっ

島村徹男
島村徹男

山坂哲生
益田敬二郎

岡本千代門

02 月 28 日です。

てロータリーをより発展させていきましょうということでした。
職業奉仕部門としては、

■スマイル

・何代も続く企業の持つノウハウを知る。

・倫理向上を目指し勉強する組織としてのロータリー活動を通し

（親睦・スマイル担当委員 横山佳之）

て自分の属する業界の発展に寄与する。

・イベントをして多くの人にロータリーを知ってもらう活動をす

る。その 1 つとして、１２月にロータリーの著名人を呼んで講
演会を行いますので全国を対象に会員で著名人を探して下さ
い。

ロータリーの社会的意義や職業奉仕の実践を含めて語って
えればと思っています。

■委員会報告

（青少年奉仕担当委員 松本一也）
熊本東南ローターアクトクラブ
２月２６日江津湖清掃活動

■委員会報告

（姉妹クラブ担当委員 中島祐爾）
台湾訪問の件の件（3 月 2 日～ 4 日）

■委員会報告

5,000 円

２月１７日ホルトホール大分での地区研修セミナーに山田会員と
２人で出席してきました。１２月に職業奉仕部門の一大イベント

もら

出席は２００名、レンブラントホテルでの懇親会は１００名程出
席でした。

◎宮川義行

として日本全国のロータリアンで著名な誰でも知っている人を招

いて講演会を開きたい、一般の人も対象に、広くロータリーを知っ
てもらう機会を作ろうということになりましたので、皆さんの協
力をお願いします。ロータリーにどんな人がいて、誰を呼んだら
いいか教えて下さい。
◎沼田敏雄

5,000 円

いよいよ２５日（日）大阪新歌舞伎座にて北島三郎公演日です。
５月２９日（火）は熊本へ来ます。まだまだ生きていなくちゃ！
◎内田信行

3,000 円

結婚記念日お祝いありがとうございました。あっという間の３４
年でした。今回、娘夫婦、娘の義理両親と３組で結婚記念のお祝
いをしました。まるで仲良き夫婦みたいでした。
◎白木誠一

2,000 円

真嶋浩様のご来訪を歓迎してスマイルします。

（会長エレクト 白石繁）
４月８日地区研修・協議会の件

－３－

■外部卓話

ロータリー国際大会

（公益社団法人くまもと被害者支援センター 専務理事・センター長

2018 年 6 月 23 日～ 27 日
トロント（カナダ）
インスピレーションを得よう

真嶋 浩 様 )

国際大会の魅力

１

犯罪被害者の人権

すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重
尊厳にふさわしい処遇を

んじられ、その

保障される権利を有する。（犯

罪被害者等基本法第３条（基

本理念）
）

「加害者が更生を図るための権利」と「犯罪被害者が元の生
活を取り戻すための権利」との均衡が求められている。

２

世界中のロータリー会員と
交流できるのが国際大会の
醍醐味。新たな出会い、異
文化体験など、参加するメ
リットは数多くあります。

・成功したプロジェクトについて学び、ヒントを得る
・展示やイベントで忘れられない思い出をつくる
・多様な文化を肌で感じ、国際的な関係をきずく

犯罪被害者支援の経緯

大会の見どころ

昭和 49 年に発生した過激派によるテロ事件「三菱重工ビル

爆破事件」を契機として、犯罪の被害者に対する国による救
済策が始まった。

その後、被害者は様々な苦しみを抱えていることが理解され、
民間による支援活動が生まれ、社会の共感の中で成長しつつ
ある。

くまもと被害者支援センターは、平成 15 年に多くの県民の
方々の支援により設立され、本年で設立 15 周年を迎えて活
動を充実させている。

３ 「ゆあさいどくまもと」とは

平成 27 年６月、性暴力被害者のためのワンストップサポー
トセンターとして、全国初の 24 時間体制相談対応を行って

・著名人による講演、エンターテイメント、イベント
・各種大会前会議
・友愛の家
・分科会

いる事業。

産婦人科病院、弁護士等の連携により電話相談、面接相談を

ホスト組織主催の
チケット制行事

行い、産婦人科医院での緊急避妊、証拠 ( 膣内容物 ) の収集・
保全、各種付添い支援等を行っている。
４

平成 28 年度の活動状況

・相談件数は 619 件（新規 113 件）で全国平均 379 件を大き
く上回っている。

・未成年者の対応は、18 人 (49 人中 )36.7％、
（小学生 6、中
学生 1、高校生 7、その他 4）

・急性期（被害後 72 時間以内）の相談は 7 件（未成年者 5 人）
で、緊急避妊、証拠保全等を行った。

５

協力のお願い

性被害の対応については広報啓発用ＣＤ、ステッカーを制作

・ロータリーフェスト：エンターテイメント、食事、花火をお楽し
みください
・ホストホスピタリティー：地元ロータリアンとの親睦のひととき
・歴史ある「ディスティラリー地区」でのロックコンサート
・水族館でのジャズコンサート

し中学校、高校等に配布するなど、未成年者への周知を図っ
ている。

会員加入、支援型自動販売機の設置など財源の確保に繋がる

次は、

周知について協力をお願いしたい。

■点鐘

2019 年 6 月 1 日～ 5 日
ハンブルグ（ドイツ）
ハンブルグで一生の思い出をつくろう

編集者

永野昭一

－４－

