
                                                                                          

 

本日の例会（第１６６１回）   １１／４（水） 

◆２RC（半田南・名北）合同夜間例会及び懇親会を行います。 

次回の例会（第１６６２回）     １１／１１（水） 

《ロータリー財団月間卓話》 

◆卓話紹介会員 ロータリー財団委員会 委員長 梅田 渉君 

◆スピーカー ロータリー財団委員会 副委員長 中林 正人様 

◆題 名 ロータリー財団の今と戦略計画 

第１６６０回例会記録      １０／２８（水）晴 

◆司    会 梶川 久雄君 

◆斉    唱 RS・日も風も星も 

◆卓話紹介会員 国際奉仕委員会 委員長 香田 研二君 

◆スピーカー  

社会福祉法人愛知育児院 児童養護施設南山寮  

施設長 山田 勝己様 

◆題    名 逆風を生きる子どもたち 

        ～児童養護施設で育つということ～ 

出 席 報 告 

会 員 数  37名  前々回訂正  1658回例会 

欠席会員数  11名  欠 席 会 員  3名中 

出席会員数  26名  MAKE UP  2名 

出 席 率  70.27％  出席率訂正  96.88％ 

会  長  挨  拶 

会長 加藤 昌之 

 １０月２３日は事務局員の歓送

迎会と食の会にお出かけ頂きま

して、ありがとう御座いました。 

また２４、２５日にワールドフ

ードフェスタが開催されご参加

いただいた方に感謝いたします。 

今年で３回目になりますが、天候

にも恵まれ多くの方が来場されていました。大成功の模様でした。東 

名古屋分区のブースも多くの来場者で、東北の物産がたくさん売れて 

 

いました。このWFFは、ロータリーの社会奉仕活動を社会に PRする

目的でもあり、また収益金は国際的な社会奉仕事業に活用されます。

また来年行われましたら是非ご参加ください。 

先日テレビを見ていたら、三谷幸喜の映画「すてきな金縛り」が放

映されていました。映画を見ていたら見慣れた光景を見つけました。

それは名古屋市役所の階段室やホールです。三谷幸喜は特にこの市役

所が好きなようで「笑いの大学」もここが使用されました。その他に

も、華麗なる一族、官僚たちの夏、白須次郎など、数多くのロケ地と

して利用されています。これは、名古屋市が名古屋の観光の為に仕掛

けている企画です。 

 さてこの名古屋市役所は、

１９３３年建築で公募で当

選した地元設計士である平

林金吾の設計です。洋風の

ビルに城郭風の屋根を乗せ

た和洋折衷の帝冠様式です。

２０１４年に国の重要文化財に指定されました。また、名古屋市の都

市景観重要建築物でもあります。また、１９３８年には愛知県庁が竣

工。名古屋市役所の影響で同じ帝冠様式で同じように昨年重要文化財

に認定されました。両建築とも、昭和天皇の即位を記念して建てられ

たものです。この帝冠様式はこの当時の流行みたいなもので、一般化

していく事はありませんでした。靖国神社の遊就館もこの当時のもの

です。従って、帝冠様式＝ファシズムと勘違いされそうですが、日本

においてはその筋からの働きかけは全くなかった。ドイツやイタリア

に於いてはこの当時は建築によるファシズム強化と非常に密接でした。

ヒットラー自身が画家出身のデザイナーであった事にも起因すると思

われます。日本においてはどちらかというと、建築家の方で配慮して

そのようなデザインを用意した感があります。しかし、権威と建築は

歴史を見れば明らかに関連があります。 

新国立競技場もどうなるか分かりませんが、権威の象徴を演出しよ

うとした人達の意見は一旦退けられたようです。今後どうなるかです。 

幹 事 報 告 

１．来る１０月３１日（土）、１１月１日（日）は地区大会が開催され

ます。ご参加の方には、「交通手段について」のご案内を同封致しまし

たので、よろしくお願いします。尚、当クラブの受付は、 
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☆第２日目【１１月１日（日）１２：３０開会】 

１０：３０～１１：３０まで 

ウェスティン名古屋キャッスル２階エスカレーター付近にて、足立         

幹事がお待ちしております。 

（１１：００～１２：３０まで「友愛の広場」にてお食事が用意され

ています。） 

２．２０１６年５月２８日～６月１日に韓国・ソウルで開催される、

国際大会本会議、ガバナーナイトのご出欠の締め切りは１０月３０日

（金）となっております。未提出の方はよろしくお願い致します。 

３．次回例会（１１月４日）は、半田南ＲＣとの合同夜間例会及び懇

親会となっております。志ら玉にて、午後５時３０分より受付、午後

６時より例会、引き続き懇親会を行います。会場が変更になっており

ますので、お間違えのないようにお願い致します。 

 

卓 話 

卓話推薦会員 香田 研二 

 初めに、今回の卓話は上記ご紹介させていただきました、南山寮の山

田先生にお願いしました。「児童養護施設・南山寮」の詳細はこれから

山田先生よりお話いただきますが、この施設で暮らす子供は、家庭内

暴力・経済的困窮・育児放棄・親がいない孤児など様々な理由で親と

一緒に暮らせない子供たちです。私は、各保険会社で組織されるＭＤ

ＲＴ日本会・東海ブロックの一員として、１０年間南山寮の子供たち

に接してきました。毎年、子供達の成長を見る嬉しさと「なぜ、こん

な可愛い子供たちが親や家族と一緒に暮らせないのだろう・・・」と、

正直大変辛い気持ちにもなります。名北ロータリーの皆様にはこれを

機会に「児童福祉施設」の現状を知っていただき、大変僭越ですが、

是非何らかのご支援を賜れれば幸いに思います。 

逆風を生きる子どもたち 

        ～児童養護施設で育つということ～  

児童養護施設 南山寮 施設長 山田 勝己 様 

愛知育児院南山寮の紹介 

 創立は明治１９年（１８８６年）

と、大変歴史ある愛知県で最初の

児童救済施設です。この児童救済

施設が造られたいきさつは、県内

での児童連続殺人事件がきっか

けとなりました。当時、国の福祉政策は孤児を引き取ると養育費とし

て、助成金が養父・母に支払われる制度であり、これを悪用した者が

孤児を次々に引き取り殺傷したという大変ショッキングで不幸な事件

が発生しました。この事件を大変憂慮した、森井 清八（有松紋の紺

屋の主人）と荒谷 性顕（有松祇園寺住職）という、それぞれ 30・

20歳代前半の若い２人が発起人となり、仏教超宗派施設としては日本

で２番目の施設として発足しました。院長は、歴代の愛知県知事や名

古屋市長、尾張徳川 18代 徳川 義禮公などです。約 130年の歴史

が物語るように、伊藤 博文公謹書の教育勅語や大隈 重信公、渋沢 

栄一公の書物なども現存しています。 

 現在施設で暮らす子供たちは、５３名＜男子３０名 女子２３名＞で

す。幼児（２歳～）：１１名 小学生：２４名 中学生：１１名 高校生：

７名となっています。職員数は、正職員２７名（＋非常勤職員１０名）

直接処遇職員（保育士・児童指導員）２１名（＋４名） 間接処遇職員

（施設長・事務員・栄養士・調理員・心理士）６名（＋６名）です。

勿論学校とは違い昼夜関係なく２４時間、労働基準による交代制勤務

です。 

社会的養護とは？ 

 子供が成長し、自立する過程を援助する大人からの働きかけの総称を

「児童養護」と言います。児童養護は、本来家庭を基盤に家族・両親

により養育として行われます。しかし、「児童養護」のすべてを家庭が

担えるわけではありません。そこで、公的な責任において家庭による

児童養育の援助が必要となり、こうした公的な「児童養護」を「社会

的養護」と呼びます。 

狭義の社会的養護：代替的養護 

  代替的養護＝子供の実家族に替わって子供を公的に育てるもので、

「乳児院」「児童養護施設」、里親による「家庭養護」に分けることが

でき、それらの中間として「グループホーム」もあります。 

現在、養護施設にいる子供は、愛知県内で約 700 人、全国で約

46,000 人です。各種データにもみられるように、この少子高齢化の

時代に係わらず要保護児童数は増加しています。虐待を受ける児童も

平成 25 年約 74,000 人と平成 10 年約 5,300 人の約 14 倍となっ

ており、驚愕すべきは統計的に 4日に 1人の子供が虐待死しています。 

昔は、戦争・災害による孤児・貧困による貧児・棄児が主流で、元

来児童福祉施設は、戦争・天災・貧困などの社会情勢が家庭を直撃し、

両親の庇護の下では安全・安心に暮らすことの叶わない児童を預かり

“もう一つの家庭”としての役割を果たしてきました。ところが、現

在は、ＧＤＰ世界 3 位の国となり、国の措置制度により衣食住に関し

て物質的には恵まれつつあるも、圧倒的な愛情不足！です。現在に於

ける様々な問題は、育児放棄にみられるような、育てる力のない親、

その親を支えられない地域⇒被虐待児・発達障害児の増加。施設の子

供が直面する問題の個別化・困難化、それを支える社会の弱体化。児

童虐待という言葉が定着した 21 世紀の社会的変化による子育て力の

弱体化など負の連鎖と言うべき問題が存在します。 

施設で暮らす子供たちは、身体的・性的（なんと実父や継父が性的

虐待を行う、、、）・心理的虐待経験を持つ子供、虐待のトラウマで発達

障害や愛着障害を抱えた子供が増加しています。そのような、個別対

応すべきマンツーマンで接する必要のある子供が激増したものの、人

員・経験・専門性の不足は否めず⇒被虐待児や障害児にきめ細かいケ

アのできる高い専門性に加え、愛情を独り占めできる大人との、濃密



な安定した恒常的な関係が求められます。 

現実とし施設で暮らす子供の特徴は、多くの子供が愛情に飢えるが

ため挑発的言動（大人を怒らせるような言動）を取る⇒ためし行動、

自己肯定感の欠如⇒学力不振・無気力・自己否定言動（「どうせ自分な

んか生まれてこなければ・・・」）、愛着障害、人に対する信頼感の欠

如⇔自分自身への不信、人との距離感・コミュニケーションの障害（所

謂Ｋ・Ｙ）、発達障害、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）、学習障害（Ｌ

Ｄ）：例 通知表でオール２は大変な優績と褒められるくらい…、アス

ペルガー症候群などです。 

施設で暮らす子供たちに吹く逆風 

 子供たちの将来に向けて必要なキャリアを身に着けさせる機会（高

校・大学進学・就職支援＝資格の取得）の経済的基盤が全く不十分で

す。具体的な例として、一般家庭では当たり前の、塾・習い事、クラ

ブ活動（クラブ活動のユニフォームやシューズなどのお金は中学生に

は一部援助があるものの、小・高校生には援助無！です）。自立支援と

しての就職に不可欠な運転免許や簿記なども援助が無いため、各子供

たちはアルバイトで資金作りしかありません。（但しコミュニケーショ

ン障害の子供も多いため、アルバイトも困難な状況があります）施設

の子供たちは、毎日をただ生きるためだけであれば一定年齢までは十

分な措置費（税金）が支弁されています。しかし、過酷なトラウマ体

験や障害を抱えた子供たちには、一般家庭の子供と同等の未来に希望

や夢を持つだけの経済的支援がないのが現実です。 

 子供たちのために私のしたいことは、施設で暮らさざる得ない子供の

存在を知っていただきたい。⇒人の心にできる＊障壁や誤解（＊サス

ペンスドラマで犯人が施設育ちというよくある筋書・施設育ちは犯罪

率が高いという先入観など）を取り除くために「児童養護施設とは何

か」を一人でも多くの人に知ってもらい、地域社会とのつながりを創

りたい。自らの力で将来をつかむ「チャンス」を子供たちに与えるべ

く、経済的基盤（寄付金・奨学金）を集めたい。「どうせ自分なんか」

ではなく、「生まれてきて良かった！！」と感じる人生を歩んでくれる

ように支援をしたい！と常に思い活動をしています。 

 最後に名北ロータリークラブの皆様には、「児童養護施設 南山寮」

について報告の機会をいただき誠にありがとうございました。皆様に

「児童養護施設とは何か」「どのような子供が児童養護施設で暮らして

いるのか」を知っていただくことができ心から嬉しく思います。今後

とも、児童養護施設の子供たちに温かなご厚情・ご支援をいたくこと

ができれば幸いです。よろしくお願いいたします。 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

横田 徳久君 

はじめてのニコボックス係です。よろしく御願いします。 

上野 智子さん 

送別会ありがとうございました。 

【本日は、山田 勝己様をお迎えしております。卓話を楽しみにして

います。よろしくお願いします。】 

加藤 昌之君 尾関  正一君 玉置 正樹君 古川  康司君 

梶川  久雄君 小關  敏光君 橫井  登君 西脇  良一君 

岩田  滿治君 香田  研二君 星川  直志君 足立陽一郎君 

松岡 三明君 伊藤 晋一君 近藤    朗君 斉藤 裕也君 

柴山  利彌君 

梅田  渉君 

 

阿部 美男君 

宇都木 寧君 

 

 

杉浦  定文君 

石黒  勉君 

 

木村  雅一君 

加藤あつこさん 

 

 

 

 


