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● 点 鐘 市原ＲＣ会長 藤谷泰弘 
● ソング 君が代 奉仕の理想 「4つのテスト」唱和 
● お客様 児童養護施設 平和園 星鏡子様 
      米山奨学生  イン セイリン様 
  市原中央高校インターアクト 古堅さん 渡辺さん 
            顧問教師 木島先生 志村先生 
● 会長挨拶 市原 RC会長 藤谷泰弘 

皆さんこんにちは。 

お客様の皆様、お出で頂き

ありがとうございます。 

養護施設平和園 星様に、

本日メインの卓話をして

いただきます。 また、市

原中央高校ＩＡクラブ顧問教師木島先生、志村先生、新

役員の生徒の皆さん、米山奨学生 イン セイリンさん、

そして名誉会員の酒枝先生、皆様に一言ずつでもご挨拶

いただきたく思います。 

この５月から市原ＲＣは米山奨学生をお世話すること

になりました。カウンセラーは白鳥会員です。米山の理

解が進むものと期待しています。今日は、後の予定が盛

りだくさんです。話を終わります。 

● 幹事報告 幹事 小川長二 

 先日4/29の地区協議会にお
いて、100%「毎年あなたも
100 ドルを」ｸﾗﾌﾞでＲＩ表彰
をいただきました。 
藤谷会長が代表して受け取り

ました。 
● 委員会報告 
次年度幹事 泉水会員 
 4/29 地区協議会の資料をお配りしました。地区組織
図、次年度はＣＬＰに沿った組織となり大幅に変わりま

す。次年度中村ガバナーの挨拶並びに方針、そして、次

年度地区研修リーダーの白鳥さんの挨拶文も入っており

ます。次年度は会員の皆様には早めに各種情報は提供し、

情報を共有したいと思っております。 

小池社会奉仕小委員長 
ペットボトルのフタが山積みのように集まりました。

次年度も引き続き集めていきたいと思っております。

一個でも二個でも構いませんので、ご持参頂きます様、

ご協力を宜しくお願い致します。 
篠田親睦委員長 
5/27(水)～28(木) 伊勢旅行の行程表が出来上がりまし
た。現在 15名ですが、まだまだ余裕があります。行か
れるという方いらっしゃいましたら、お声掛け下さい。 
丹生谷会員 
東京電力「オール電化住宅フェア‘09 in幕張」のご案
内。今年も 5/23 日(土)24(日)、幕張メッセ国際展示場
で行います。体験コーナー、展示会、自動車の試乗会

など御座います。ぜひご来場下さい。 
● 結婚・誕生祝い（5月） 
結婚：角谷会員、鶴岡会員、篠田会員 
誕生：上條会員、斎藤(博)会員、常泉会員、濱田会員 
   吉田会員、長田会員、平野会員 
● お客様挨拶 

 
白鳥会員より米山奨学生の紹介 
米山奨学生のイン セイリン(伊 青林)さんです。1980
年生まれで、来日したのが 2005年、早稲田大学にある
日本語学校で勉強をして、千葉工業大学の研究生として

2年目を迎えています。出身地が旧満州国でして、そこ
の大学を出ています。韓国語も非常にお上手です。恵ま

れない子供達に教育の機会を与えようということで、日

本で一生懸命勉強して、頑張っていらっしゃいます。 
米山奨学生には毎月、奨学金の援助をするわけです

が、一ヶ月 14万円の援助を致します。今回は、4、5月
の二ヶ月分を伊 青林さんにお渡し致します。 



                                                    
 はじめまして。中国から留学の

伊 青林と申します。現在、千葉工
業大学でプロジェクト・マネージ

メントの専攻で在籍しており、将

来は、アジア、アフリカの親善で

力を尽くしていきたいと思っております。現在、中国

でもいろんな国々でも、満足に学習できず、教育を受

けられていない子供（学生）たちがたくさんいます。

このような子供達に平等的な教育を受けさせてあげる

為、率先して教育していきたいと思っております。  

また、今回ロータリーの米山奨学生として出させて頂

きまして、ありがとうございます。 
市原中央高校インターアクトクラブより 

  
古堅会長、渡辺副会長の挨拶 
前年度は、マレーシア、韓国などでたくさんの交流を深

めることが出来ました。また、前年度から続いているエ

コキャップの回収につきましては、まだ全ては数えきれ

ていませんが、現在約 15,000個集まっています。今年度
は、こちらに力を入れていくのと同時に、現在メンバー

が非常に多い為、2 グループに分かれ、そのグループの
リーダーを中心にボランティア活動の熱心に頑張ってい

きたいと思います。今後共頑張りますので、どうぞ宜し

くお願い致します。 
木島先生より 
今現在、新しく新入生が入って来まして、全部で 40名ほ
どになります。先日も指導者講習会に行って来ましたけ

れども、かなりの多い人数のクラブになると思います。

そこで、グループに分けまして、そのグループで自分達

の出来ること、目標を決めまして、例えば私たちの学校

はたんぼの中にありますから、田んぼ周りゴミを拾うと

か、駅の掃除をするだとか、自分達で考えて行動しまし

て、月二回行っている例会で報告をさせるといったよう

な感じで活動させております。昨年度のエコキャップの

回収というのも、生徒達の方から出てきた案になります。

市原インターアクトクラブ以外の方々もご家庭などでエ

コキャップを集めてきてビニール袋に入れて回収箱に持

ってくる、中には、郵送でまとめて送ってくれる千葉市 

在住の方もいらっしゃいます。このような形で輪が広が

っています。今年も引き続きエコキャップの回収を進め

て参りたいと思いますので、ご協力をお願い致します。 
● 卓話 酒枝名誉会員 

    
市原ロータリークラブ創立当時の思い出と 
ロータリー変遷の二三の出来事 
 
＜市原ロータリークラブ誕生＞ 
創立総会 1964/(昭和 39年)6月 22日 五井  白山閣 
日本で 633番目のクラブとして 7月 11日認証  
会員 29名 
認証状伝達式  1965/(昭和 40年)3月 27日 
国際ロータリー第 358地区 五井中体育館ｹﾞｽﾄ 500人 
 
＜当時の市原の状況＞ 
1957(Ｓ32)年 京葉エ業地帯整備促進懇談会発足 
1959(Ｓ34)年 山倉ダム着工、旭ガラス着工 
1963(Ｓ38)年 北部町村合併 市原市 誕生 
（この年ベトナム戦拡大・11月ケネディ暗殺） 
以後、沿岸の各工場の操業と共に、今まで無縁であった

この地の住民は、工業団地の造成即人口流入 
公害間題も含めて急激な工業化、都市化の波に飲み込ま

れた。その中で 1963秋頃、ロータリークラブ設立の話
が伝わり、その 11 月五井駅前の白山閣ホテルに十五人
が集められ RC設立の最初の会合が持たれた。 
1964 創立総会、認証にいたるが、宮吉、浜田、小倉、
切替の先輩を章頭にこの 15 人はすべて地元の人であ
り、進出企業の方や有志の新会員を迎えてテャーターナ

イトには 29名であった。 
クラブ運営千棄クラブからの特別代表本部真之氏と同

クラブの斉藤会員の熱心な指導を受けた。 
 
＜最近のロータリーの変遷の中から＞ 
１．地区  創立当時 国際ロータリー第 358 地区 東
京・千葉・埼玉・神奈川・沖縄。67年に千葉・埼玉 
72年千葉単独 
２．市原 RCの例会場   千葉相互銀行二階。旭ガラス 



                                                    
グリーンハウス。出光会館。ロイヤルホテル。ヨーカ堂 
３．ロータリアンの数    1949年(ＲＩ復帰後)日本に 23
クラブ会員 829人。1960～70年に激増 1,017クラブ。 
● 卓話 児童養護施設 平和会 星 鏡子様 

       
皆様こんにちは。市原市島野、京葉高校の近くにあり

ます「児童養護施設 平和園」から参りました星と申しま
す。皆さんどうぞ宜しくお願い致します。 
もっともっと知ってほしい養護施設。全国で 570の養
護施設が御座います。千葉県には県立を含めて 17ヶ所。
正式名は「社会福祉法人 星光会 児童養護施設 平和園」 
という名称になります。平和園は民間の施設では千葉県

では最も古い施設となります。67年の歴史がありますけ
れども、だいたいみなさんバックがありまして、協会と

かお寺とかいろいろありますけれども、もともと個人の

資材を投げ打っての施設ですので、最も貧乏な最も哀れ

な平和園ということを印象付けておきたいと思います。 
児童養護施設は児童福祉法に定められた施設です。児

童福祉法第 41条、児童養護施設は乳児を除いて保護者の
いない児童、虐待されている児童、その他環境上の擁護

を要するこども達を入所させております。社会福祉法人

ですけれども、全くお金が無いというところで、国と県

の委託事業ということで、国、県の方からお金が来ます。 
心の中では毎日が苦労ですと、毎日大変なんだと言い

たいところなんですけれども、今日はパンフレットの中

に入れさせて頂きましたチラシの「第 26回 平和園 手
作りコンサート」なせば成る精神で、私達、何かすれば

きっと何か成るということでスタートしたのが、この手

作りコンサートで、今年で 26年目に成ります。ぜひ応援
して頂きたいと思います。そしてこのロータリーの皆様

にも、それこそ白鳥様はじめ、たくさんの皆さんに何年

も何年もお会いして頂きまして、ここで感謝申し上げた

いと思います。 
どういう状態で平和園に入ってくるのかというような

ことをちょっとだけ説明させて頂きたいと思っておりま

す。平和園のほうで特徴になるのは、長期的に育て上げ

ということになりますけれども、乳児院からご卒園され

て、2歳から 18歳までだいたい 16年間くらい育て上げ 

るケースが多いです。入所理由と致しましては、父母の

行方不明、父母の離婚、父母の入院、父母の就労、父母

の婚姻、父母の虐待、破産等経済的な理由、その他もろ

もろの理由が入所理由となっております。入所期間は 5
年から 10年というのが圧倒的に多くて 10名、10年以
上というのが 7名です。あと、職員の勤務年数ですが、
お陰様で勤務年数の平均が非常によくて、11.2年という
ような形ですので、今のところ子供達が落ち着いて安定

した生活を送れるというのは、職員の勤続年数的なもの

も大きく関係しているのではないかというふうに思い

ます。それから、職員の平均年齢ですけれども、34.3
歳というようなことになっております。 
平和園の生活信条といたしまして、小さな喜びを大き

な喜びに変えられるように私達は努力しております。本

当に 10苦しくても一握りが明るいことがあったら大げ
さにオーバーに嬉しいね、嬉しいねって言いながらその

嬉しさを拡大していこうじゃないかということに努め

ております。そして子供達との日々の戦いですけれど

も、とにかく、言っていいこと、言ってはいけないこと、

そういった当たり前のことから生活の基盤となってい

ます。意外と失礼なことを平気で人前で言うっていうこ

とがあるんじゃないかなって思うんです。ですから「親

しき仲にも礼儀あり」ということで、やはり親しい仲に

も、この人にこれを言っていいものかと、言ってはいけ

ないんじゃないかと判断して、やはり子供達は傷つくこ

とが非常に多いです。そして傷ついて傷ついて平和園に

入ってきております。苦しい、悲しい、辛い、もうどう

にもこうにも出来ないというような子供が入ってきま

す。 
そして、今、三年生になる男の子がやはり障害を持っ

ているものですから、毎日職員が学校まで行ってお迎え

に行きます。ですけれども、毎日迎えに行く職員はその

子を何とかして一人で歩かせなければならない、でも集

団の中に入れてあげたい、ただの知的障害ではない、か

といって、子供はこういう面にはすごく長けている、こ

の面はすごく思っているけれど、すごくいい面を持って

いるので、私達は最大限、伸ばしてあげられるものは伸

ばしてあげようっていう努力でやってきました。いつも

いつもお客様にお話するときは、いいことだけをお話す

るものですから、すばらしいですねぇって言われるんで

すけれども、ひとつも素晴らしくないんです。日々泣い

ているんです（冗談です）。でも苦しいんです。という 



                                                    
のも、私も若いころからもう大人の皆さんに何を言われ

ても、若いから全て走って来られました。今、ここにき

て母の日ありがとうって言われても、おばあさんありが

とうっていう形になってきました。 
こういった高い席でお話をさせて頂くということは本

当に失礼なことなんですけれども、子供達が頑張ってい

る姿っていうのは本当に見せたい、見て頂きたいという

のが、年にいっぺんの手作りコンサートの開催でもござ

いますので、ぜひ応援に来て頂きたいと思います。やは

りみなさまの御理解と御協力と、そして皆さんにこの平

和園を知って頂いて少しでも応援して頂いて可能な限り

子供達をいい条件でいい状態で進学させてあげるし、い

ろんな意味で、可能なことは可能にしてあげたいなとい

う思いがあります。 
我が園では 30年前から平和園の調理師（として）入る
人は、栄養士の資格がある人を採用しています。今ここ

1～2年、食育、食育と言っていますけれども、我が園は
30年前からやっています。そのため高校生たちは（早朝）
3時～4時に起きてお弁当を作っています。毎日愛情ある
お弁当を作ってあげるといことが、卒業した子供達が持

つ感謝の気持ち、そういったことはお弁当、食べること

から始まります。で、今年は 3 人高校を卒業して社会に
出ましたけれども、ゴールデンウィークは帰省した子供

が 1名、帰ってきた子供が 5名ということで家族が増え
るという状況で御座います。 
運動会では、A 君、B 君、C 君、9 人いれば 9 人のお
弁当箱を買ってあげます。内容も既に職員がおかず、フ

ルーツ、どんなものがいい？個別に聞いて、希望に添え

るように考えます 
個人の尊重とは言ってもなかなか実行できないことが

多いんですけれども、この平和園では個人の尊重とはど

うあるべきかということで、まず食＝食べ物、誕生日に

はその子の好きな食べ物を出してあげる、誕生日はその

子の生誕、あなたの命が大切ですよ、ということで必ず

その日のうちにお誕生日をしてあげる、とにかくあなた

の命、あなたの存在を讃えてあげるということを努力し

ております。そして今まで愛されなかった子供達は平和

園で人を愛することを学びます。そして社会に出て家庭

を持ったときに愛することが出来るようになったので、

新たに家庭を作ることが出来る。そういうことでとにか

く、たわいない、くだらない、そんなの当たり前よって 

いうことを日々積み重ねて私達は努力しています。た

だ、世の中が本当に大変な時代ですから、この 21世紀
の、大切な命をお預かりするということは、大変難しい

ことで御座います。何十年も出てこないのに、何かあっ

たら親御さんが出てくる、定額給付金が出てくるとどこ

からか親御さんが出てくるんです。 
子供達が頑張っているのを見ると嬉しいと思って、今

日も事故がなかった、今日も何もなかったっていう当た

り前のことなんですけれども、よそ様にケガをさせるこ

ともしないでとにかく1日無事に終わることが2歳から
18 歳までの命（子供）をお預かりしています私たちに
とっては最近は日々の幸せとしております。また今後も

宜しくお願い致します。どうもありがとうございまし

た。 
● ニコニコ・ソーリーボックス 
藤谷会長･小川幹事  平和園 星様、本日は卓話、あり
がとうございました。 

酒枝名誉会員  久しぶりに出席させて頂いて 
白鳥会員 米山奨学生のイン セイリンさんを宜しく
お願いします。本日奨学金を有難うございました。 

小池会員 星様から養護についての大変ご活躍のお話

を頂き感謝します。 
小池会員 エコキャップの収集、大変多く集まり誠に

有難うございます。 
丹生谷会員 柏崎刈羽原子力発電所 7 号機が試運転に
入ることができました。今後も暖かく見守って下さい 

吉田会員（ソーリー） 世間を騒がせご心配、ご迷惑

をかけ、大変申し訳ございません。 
三木会員 久方振りに酒枝先生の謦咳に接しまして、

隣でご高説賜りました。有難うございます。 
山崎会員 平和園の母体 五井幼稚園で 70 年前、星女
史園長他 皆様にお世話になり有難う御座いました。
第 3回卒園生です。 

齊藤博会員 本年 5月、80歳を迎えました。クラブよ
り、写真と写真立てを戴き、よい記念として所持致し

たく存じます。有難うございました。 
始関会員 酒枝先生、ご尊顔を拝し大変嬉しく思いま

した。又のご来会を楽しみにしております。 
始関会員 星先生、ご多忙の中ご来会ありがとうござ

います。第 26回平和園「手作りコンサート」を楽し
みにしております。 

 


