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国際ロータリー2018～19 年度会長 バリー・ラシン 

  

第 2839 回例会 平成 31 年 4月 19日（金） 

◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長 

◇ ロータリーソング  それでこそロータリー 

◇ 四つのテスト  中野 直人 会員 

◇ お客様 

NPO 法人神奈川子供支援センター つなっぐ 

代表理事 飛田 桂 様 

事務局長 新井 香奈 様 

 

◇ ニコニコボックス 

永井 秀和 会員：本日から熊本でバンテリンレディスゴルフトー

ナメントが開催されております。 

昨日そのプロアマ大会が開催され、参加してまいりました。昨年新

人ながら一勝をあげた永井花奈プロと一緒に楽しくラウンドしまし

て、羽田行きの飛行機に乗ろうと熊本空港の最終ゲートで待ってい

たところ、搭乗予定の 19 時の便がフライトキャンセルになってし

まい、その後のアナウンスでは 20 時 30 分の最終便に振替という案内が流れました。その

時間に羽田に到着しても、昨日のうちに成田へ行けるか心配だったので 18 時の便に何とか

乗せてもらえないかキャンセル待ちを希望していたのですが、色々ご配慮いただき無事に

羽田に着き成田へ帰ってこられました。その時いただいたクーポンでお土産もゲットでき

ましたのでニコニコさせていただきます。 

 

平山 秀樹 会員：明日はいよいよ地区研修・協議会です。皆様

におかれましては多数のご支援をいただいていることに感謝申し

上げます。いろいろ至らないと思いますが、皆様の友情のもとに

成功裏に終わることを心からお祈り申し上げたいと思います。柏

西ロータリークラブからお手伝いを 10人以上出していただくこと

になっており、そのお願いに行ってまいりました。大変温かく迎

えていただき、当日の打ち合わせや段取り、ご挨拶させていただくことができました。心

から感謝申し上げたいと思います。隣に柏ロータリークラブの猪早惠美子会長がいらっし

ゃったのですが、5 月 22 日に柏地区のロータリクラブの主催でロータリー女性活躍社会シ

ンポジウムが開かれると言うことで、ぜひ女性ではなく男性に参加していただきたいとお

っしゃっていました。良い紳士がいるから良い淑女が集まると言うことをおっしゃってい

ましたので、記憶にお留いただければと思いましてニコニコさせていただきます。 
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中野 直人 会員：本日はニコニコではなくお詫び申し上げます。

一昨日、弊社の社員が反社会的犯罪行為により逮捕されると言う事

態を引き起こしました。プライベートなことではありますが、大々

的に社名が報じられ、成田地区におきましては関係する取引先の皆

様、またはグループに関係する方もたくさんいる中で、大変申し訳

なくお詫び申し上げるとともに、私がこうして参加させていただい

ている成田ロータリークラブの名誉を毀損することに至り誠に申し訳ありませんでした。

この場でお詫び申し上げます。 

 

矢野 理恵 会員：今日は私が転職してからの大事なお客様の 1

人であります神奈川こども支援センターつなっぐの代表の方と事

務局長を迎えております。成田ロータリークラブは大成会など支援

していらっしゃいますので、何かとお役に立てるのではないかと思

います。後程、募金箱を回させていただきますので、ぜひ皆様、ご

御協力、よろしくお願いいたします。 

 

成田 温 会員：本日、新会員オリエンテーションがありまして、

新会員 5 名の研修を行いました。オリエンテーションを一度で終

えることができましたのでニコニコさせていただきます。 

 

渡辺 孝 会員：皆様ご存知のように、先だって私の妻が亡くな

り、その際ロータリークラブ並びに神﨑会長、平山幹事はじめ、会

員の皆様から沢山の供花、香典をいただきありがとうございました。

詳しく申し上げますと、先月 3 月 27 日の夕刻、突然頭痛を訴え救

急車で日赤へ搬送されたのですが、翌日午前 2 時 51 分、息を引き

取りました。その間、5 時間か 6 時間でした。突然でなかなか受け

入れることができませんが、亡くなった妻の分までしっかり頑張り

ながら先へ進んでいかなければならないと思っております。どうか会員の皆様には、今後

とも今まで同様、ご指導ご協力よろしくお願いいたします。妻に先立たれるのは大変です。

どうか皆様、奥様を大事に大事にしっかり守りながら生活していただけたらと思います。 

 

◇ 会長の時間   神﨑 誠 会長 

皆様こんにちは。桜の花も散り、菜の花が咲き、花の季節とな

ってきました。農家の方々は田植えの準備作業に入っています。

そんな中、統一地方選挙が告示され、選挙運動もあと 2 日、日

曜日の投票日となります。皆様は、投票候補者は決まったでし

ょうか？棄権せず、投票に行きましょう。 

 

 NPO 法人神奈川子供支援センターつなっぐ代表理事 飛田桂様、事務局長 新井香奈様、

ようこそいらっしゃいました。後程の卓話、宜しくお願いします。 
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 いよいよ諸岡ガバナー誕生のための 3 大セミナーが、明日の地区研修・協議会で終了と

なります。参加ロータリアンも増え、開催場所はアパホテル＆リゾート幕張ホールとなり

ます。地区運営方針が発表され、組織委員が決定し、いよいよスタートします。本日から

準備作業を手伝ってくださる会員の皆様、そして柏西 RC、成田コスモポリタン RC 会員の

皆様、10 グループ幹事団の方々のご協力に感謝申し上げます。 

 

 本日は、ロータリー年度途中で転勤された後任の方々の入会式がございます。また、NPO

法人神奈川子供支援センター「つなっぐ」の卓話をお願いしてあります。今話題になる内

容だと思いますので、短い時間ですが宜しくお願いしまして会長の挨拶とします。 

 

◇ 入会式 

・細井 将紀（ほそい まさのり）会員 明治安田生命保険（相 ）成田支社 支社長 

推薦者 神﨑 誠 会員、平山 秀樹 会員 

顧問  小寺 眞澄 会員 

委員会 クラブ管理運営委員会 クラブ会報 

    奉仕プロジェクト委員会 青少年奉仕 

職業分類 生命保険 

前任地は名古屋南支社でした。そこでは名古屋東南ロータリークラブで 3 年間大変お世話

になりました。成田ロータリークラブでもしっかり積極的に参加し、皆様と共に仲良くや

っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

・樋口 慎一（ひぐち しんいち）会員 日本生命保険（相） 成田支社 支社長 

推薦者 神﨑 誠 会員、平山 秀樹 会員 

顧問  矢野 理恵 会員 

委員会 クラブ管理運営委員会 親睦 

    奉仕プロジェクト委員会 職業奉仕 

職業分類 生命保険 

支社長職は初めてで、新任になります。したがってロータリーに入会させていただくのも

今回が初めてです。先ほどロータリークラブの意義、歴史などを勉強させていただき、こ

れからクラブの発展に向け努力精進して参りたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

・石井 一成 （いしい かずなり）会員 (株)千葉興業銀行 成田支店 支店長 

推薦者 神﨑 誠 会員、平山 秀樹 会員 

顧問  土井 英二 会員 

委員会 クラブ管理運営委員会 プログラム 

    奉仕プロジェクト委員会 国際奉仕 

職業分類 都市、興業銀行 

前任は本部で、3 年間おりました。久しぶりの支店勤務です。私もロータリークラブに入

会させて頂くのは初めてで、右も左もわからない状態ですので、皆様にご指導いただきな

がらいろんな活動に頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 
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・八田羽 稔（はったは みのる）会員 東京ガス(株) 千葉支社 北総事業所 所長 

推薦者 神﨑 誠 会員、平山 秀樹 会員 

顧問  菊地 貴 会員 

委員会 クラブ管理運営委員会 クラブ会報 

    奉仕プロジェクト委員会 職業奉仕 

職業分類 ガス供給 

非常に珍しい苗字で良くも悪くも覚えやすい名前だと思います。ここでは良い方で覚えて

いただけるように頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいたします 

 

・奥山 信行（おくやま のぶゆき）会員 成田ビューホテル 営業課 支配人 

推薦者 神﨑 誠 会員、平山 秀樹 会員 

顧問  村嶋 隆美 会員 

委員会 クラブ管理運営委員会 出席奨励 

               S.A.A. 

職業分類 都市ホテル 

日頃より例会会場としてご利用いただき誠にありがとうございます。皆様にご指導いただ

きながら、日々精進してまいりたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

◇ 委員会報告 

・ロータリー財団   諸岡 市郎左衛門 会員 

ロータリー財団への寄付（1 口 1,000 米ドル）に当たって、成田クラブ

では、一括でご寄付頂く場合の他、月々の分割で積み立てる方式もご

案内しております。今年度分割方式のご利用者３名のうち、最後の 1

名の私（諸岡市郎左衛門）の分が 1,000 米ドルに達しました。クラブ

から寄付申請しますので、ご報告します。 

引き続き、ロータリー財団へのご寄付のご検討を宜しくお願いいたします。 

 

・クラブ管理運営委員会  小寺 眞澄 委員長 

5 月 17 日、落語観賞会を予定しております。多数の会員、家族の皆様

のご参加、よろしくお願いいたします。 

 

◇ 幹事報告       平山 秀樹 幹事 

【回覧】 

・例会変更  白井、佐原香取ロータリークラブ 

・週報  佐原香取ロータリークラブ 

・出欠表（落語観賞会、温泉愛好会湯西川温泉１泊２日旅行） 

・2019-20 年度活動計画書掲載用 会員名簿、誕生日・結婚記念日リスト、職業分類ご確

認のお願い 

・成田市スポーツ協会より法人名変更のお知らせ 

・日本赤十字社千葉県支部より「赤十字 NOW」千葉 2019 春号 Vol.46 

・ロータリー米山記念奨学会より「ハイライトよねやま」Vol.229 
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【連絡】 

・今日のお手伝いは 15 時から 18 時までです。コスモポリタン RC から 6 名参加予定です。 

明日の確認です。6 時に京成東口コンフォートホテル前出発です。 

当日、部会の担当の方はスマホやカメラで写真の撮影のご協力をお願いいたします。 

 

◇  卓話 

子どものためのワンストップセンター 

NPO 法人神奈川子供支援センター つなっぐ 

代表理事 飛田 桂 様 

今日はこのような素晴らしい会にお招きいただきありが

とうございます。まず先ほどご紹介いただいた 5 月 11 日

に行うものですが、シンポジウムに参加するのが現役の検

察官と警察大学校の元校長先生、児童相談所の常勤医師で

す。こういった人たちが集まり虐待について考えていくと

いうのが NPO 法人の意義の一つだと思っております。こ

の NPO 法人ですが、今後、神奈川県や横浜市とモデル事

業化をして一緒にやっていこうと言う話が始まっていま

す。 

それではまず、自己紹介から始めさせていただきます。 

 

・自己紹介 

  飛 田  桂（ひだ けい） 

  神奈川県弁護士会子どもの権利委員会所属  

  平成２７年に Child First Japan 主催の司法面接研修を受けて認定証を得る。 

  平成２８年、山田不二子医師主催のアメリカオレゴン州マルトノマ―郡ポートラン

ド視察に同行。子ども権利擁護センター（CAC）において司法面接の実際の運用や、

他機関連携（MDT）の状況や、DV のワンストップサービスなどを視察する。 

  平成２９年、国選シンポのためのドイツ視察において、アウクスブルク裁判所にお

いて裁判官がインタビュアーとなる司法面接類似の制度を視察する。 

  平成３０年、興味があったため、アメリカ型の司法面接について調べ、合同福祉勉

強会において報告、その後平成３１年、日弁連子どもの権利委員会や日弁連可視化

本部などにおいて報告。 

・子どものためのワンストップセンター（CAC） 

  アメリカにおける CAC は、セラピー、医療、裁判準備、被害者の権利擁護、事案

管理、その他のサ－ビスを行う。多機関連携によるものだけれど、これは CAC の

仕事の 1 つ。 

  “CACs offer therapy and medical exams, plus courtroom preparation, victim 

advocacy, case management, and other services. This is called the 

multidisciplinary team (MDT) response and is a core part of the work of CACs.” 
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・CAC の存在 

  現在、アメリカには多くの CAC がある。 

  また、アジアにおいても、設立されている。 

・つまり、CAC とは 

  子どもの権利を守るため、子どもにかかわるすべての機関がかかわる、子どものト

ラブルにかかる専門機関 

・児相があるじゃないか？ 

  児童相談所は、 

  「 子どもに関する家庭等からの相談に応じ、子どもが有する問題又は子どもの真の

ニーズ、子どもの置かれた環境等の把握 」「 個々の子どもや家庭に最も効果的な

援助により子どもの福祉を図るとともにその権利を擁護する 」 

                   厚労省 HP「児童相談所の概要」 

・つまり児相とは 

  児童相談所は、 

  個別の家庭について、家庭からの相談や虐待通告などに対応して、子どもの置かれ

た環境等を把握 して、 子どもや家庭に援助をして、子どもの福祉を図る。 

                   厚労省 HP「児童相談所の概要」 

  しかも、原則として１８歳まで。 

・児相は… 

  児相が全てのことをするわけではない。 

  まさに各子どもの現状を把握して、支援するところ。 

アメリカの児相 

  アメリカにおいても、子どもの保護をするのは CPS という行政がやり、その後の措

置のためには、DA（所属は福祉行政）が裁判所に申し立てをして、それが通ると、

里親制度に回される。その際には、オンゴーイングワーカーというケースワーカー

が子どもの担当をする。 

・アメリカの CAC 

  このように、アメリカには、日本の児童相談所のうち、子どもを保護する機能をも

つ CPS、保護した子どもを支援する部署、とで分かれて存在する。 

  「でも」、CAC が存在する。それは、子どもの性被害やいじめ、その他の子どもに

かかわることについて、専門機関が必要だから。 

  保護より前に、性被害、虐待があるという事実。 

・児童相談所が全てやるという誤解 

  日本にも、子どもの保護をする機関である、児童相談所があることは同じである。 

  日本はなぜか、児相への過大な要求と過大な期待がある。 

  また、公務員であればできる？というような不思議な誤解がある。 

・つなっぐの挑戦 

  子どもの虐待や被害については、子どもの専門家たちの力を終結して、専門的に取

り扱うところが必要である。 

  つなっぐは、日本で初めて、色々な機関にいる子どもの専門家の知見を集結して、

それを個々の機関に戻すことによって、個々の機関に専門家の知見をバトンしたい、

また、専門家同士をつなぐ。 
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・なぜ、子どもの専門が必要か 

  〇 医療にも、弁護士にも、子どもの専門家がいるのは、子どもの分野は、特別な

知識が必要だから。 

  〇 子どもは虐待親の親権のもとにいる。 

  〇 子どもの能力や発達段階によって対応が異なる。 

  〇 子どもが被害にあう構造は、大人のものと異なる。 

・現在の活動 

  〇系統的全身診察 

  ○他の機関への意見書、鑑定書 

  〇コートハウスドッグチーム 

  （家裁調査官の調査、児相での協同面接、被害児童の裁判所への付添でのセラピー

ドックによる動物介在活動） 

  〇子どもの話を証拠化（フォレンジックインタビュー、司法面接） 

  〇研究、研修、勉強会 

・系統的全身診察 

  〇普通の病院で、虐待による傷をみてもらう 

   → 傷の治療をして終了 

  〇 系統的全身診察 

   → 全身をみることで、他のあざなど、虐待の全容がみえてくる。 

   → 逆に、ないことを記録しておけば、次の受診時にそこに傷が発生したときに、

虐待の時期が狭まる。 

   → 被害児は体を診てもらい、身体は大丈夫だと安心する。 

・研究、研修 

〇 フォレンジックインタビューの日本版 

  〇 司法面接について、アメリカのプロトコールでもなく、イギリスの制度でもな

く、日本のそもそもの機関の働きを相互に理解し合いながら、あるべき多機関連携

について話し合い、課題を検討する。 

・コートハウスドッグチーム 

  〇 子どもが、虐待を受けた事実を話すときに犬が同席する。 

  〇 現在、家庭裁判所調査官による調査や、協同面接の前後でのセッションに参加。 

  また、刑事法廷において子どもが被害者として傍聴する際の同席を準備したことも。 

・今後の挑戦 

  〇 コールセンター 

  〇 子どもの通院などに同行するボランティアの派遣（準備中） 

  〇 アドボケ―ター 

  〇 インタビューにコートハウスドッグ同席（準備中） 

  〇 法廷にコートハウスドッグ同席（準備中） 

  〇 膣内容物の保管庫 

 

※ 例会中に廻させていただきました募金箱に 40,000円の寄付が集まりました。 

  御協力、ありがとうございました。 

 

◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長 
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◇ 地区研修・協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出席表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６９名 ６７名 ４１名 ２６名 ６１．１９％ ７２．５８％ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

佐瀬 和年 会員 3 月 30 日 RLI パートⅡ 

神﨑 誠、石橋 菊太郎、高橋 晋、成田 温、佐瀬 和年 
小泉 英夫、長岡 明大、菊地 貴、矢野 理恵 
齊藤 三智夫、眞々田 美智子、角田 幸弘、甲田 直弘 各会員 

4 月 8 日 次年度委員長会議 

石橋 菊太郎、諸岡 靖彦、設楽 正行、佐瀬 和年、松田 泰長 各会員 4 月 12 日 政策委員会 

諸岡 靖彦、小宮山 四郎、石川 憲弘、矢島 紀昭、石田 洋平 
中野 直人、堀口 路加、永井 秀和 各会員 

4 月 19 日 
諸岡年度地区大会記念ゴルフ
大会実行委員会 

小寺 眞澄、齊藤 三智夫、平山 秀樹、甲田 直弘、菊地 貴 
堀口 路加、奥山 信行、永井 秀和、矢野 理恵、成田 温 
長岡 明大 各会員 

4 月 19 日 地区研修・協議会事前準備 

成田 温、神﨑 誠、小泉 英夫、平山 秀樹、渡辺 孝、佐瀬 和年 
近藤 博貴、石橋 菊太郎、橘 昌孝、設楽 正行、石川 憲弘  
小川 賢、諸岡 靖彦、平野 省二、小宮山 四郎 各会員 

4 月 19 日 指名委員会 

諸岡 靖彦、堀口 路加、成田 温、神﨑 誠、平山 秀樹 
小寺 眞澄、齊藤 三智夫、村嶋 隆美、菊地 貴、笠原 智 
土井 豊彦、石田 洋平、小坂 明宮己、佐久間 高直、松本 大樹 
矢島 紀昭、樋口 慎一、伊藤 隆治、松田 泰長、甲田 直弘 
矢野 理恵、石橋 菊太郎、諸岡 正徳、谷 直知、浅野 正博 
諸岡 市郎左衛門、中野 直人、奥山 信行、ポール・ツジ 
眞々田 美智子、設楽 正行、小宮山 四郎、小泉 英夫、近藤 博貴 
石川 憲弘、平野 省二、佐瀬 和年 各会員 

4 月 20 日 地区研修・協議会 

小宮山 四郎 会員 4 月 22 日 なりた環境ﾈｯﾄﾜｰｸ役員会 

事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 


