第 2150 横浜港南ロータリークラブ週報
2019．2．6．[水] 第 2383 回例会報告
◎司 会
笠原孝雄 SAA 委員
◎ロータリーソング
『我等の生業』
◎ソングリーダー
豊場建伍合唱委員長
◎ｹﾞｽﾄ ・Ｍａｓｔｅｒｐｉｅｃｅ代表 菊池真梨香様
・Ｍａｓｔｅｒｐｉｅｃｅ
飯島章太様
◎ﾋﾞｼﾞﾀｰ ・横浜南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 角井幸一様
・横浜南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
川﨑智晴様

◎米山チャリティボックス

上杉順一米山記念奨学委員
小後摩重正会員 坂巻照代会員 佐々部宣宏会員
根 本 雄 一 会 員 橋浦重己会員 宮下賢会員 ６名
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計
１０，０００円
米山チャリティボックス累計
１４２，０００円

◎ 会長報告
① 従来１月に行っていたクラブ協議会を、今回は５月
８日に行います。一年間を通じての活動報告をして
頂きますので、各委員長よろしくお願い致します。

◎出席報告

飯島直人出席委員

会 員 数 出 席 者 出席率 前回
前月
数
修正率
平均率
35(7)名 26(7)名
81.3%
80.0%
84.6%
（ ）内は出席免除会員数
前月ホーム１００%
阿曽輝彦会員 市 川 敏 明 会 員 飯島直人会員
石坂潤一会員 海 野 俊 彦 会 員 大井和子会員
大橋三郎会員 小後摩重正会員 北見丈治会員
櫻井富雄会員 坂 巻 照 代 会 員 高森政雄会員
福 嶋 昭 会 員 宮 下 賢 会 員 横尾博之会員

◎親睦委員会(今週のお祝い)
＊会員誕生日祝い
豊場建伍会員（１日）
ニコニコボックス本日合計
２８，０００円
ニコニコボックス 累 計
７２５，０００円

② 青少年交換学生のキャミアさんを佐々部さんと私
の家でお預かりしました。次のホストファミリーは２
月３日から東田さん（横浜南ＲＣより紹介）、５月１２
日から横浜南ＲＣの宮田さんになります。ホストクラ
ブは一年間当クラブです。
③ 米山奨学生のデルバさんは３月で２年間の奨学生
が終わります。
④ アレンジャーが新しくなりました。海野さんに購入し
て頂き、根本さんの会社でキャスターをつけて頂き
ました。ありがとうございました。
⑤ Ｒ財団地区補助金奨学生の応募があり、例会開始
前に橋浦副会長・大井幹事・笠原Ｒ財団委員長・私
で面接をしました。非常に意欲のあるいろいろ考え
をお持ちの方でした。当クラブとして地区に推薦し
ますので、地区面接に通過したら皆さんにご紹介し
たいと思います。

◎ 幹事報告

Ｍａｓｔｅｒｐｉｅｃｅの団体理事をしております。今は児童相

① 個人的に今日の卓話を楽しみにしております。

談所の入り口支援、施設を出た後の出口支援をしてお

児童福祉の分野の中で保育と社会的擁護はとなり
合わせです。私自身園の中で虐待という問題には
遭遇していますので、興味深く聞かせて頂きます。

ります。一人の子供を支援するにあたり、それぞれの
期間が繋がっていなければいけない。又、子供たちの
未来を見据えながら、ケアをしていかなければいけな
いと思っておりますので、機関同士を繋げる支援を自

◎ 委員会報告

分のライフワークとして考えています。

なし

それでは児童虐問題についてお話します。
◎ 高栁会員から菊池真梨香様のご紹介
本日は社会奉仕の卓話ということでＭａｓｔｅｒｐｉｅｃｅ
代表菊池真梨香様においで頂きました。菊池さんは
Ｍａｓｔｅｒｐｉｅｃｅ代表と共に児童相談所にお勤めです。児
童相談所の役割や社会養護の話をして頂きたいと思い
ます。

児童相談所が対応した件数は年々増えています。
単に虐待が増えたというよりは、社会が虐待に対して
関心が増えたというようにとらえることができると思いま
す。暴力だけでなく心理的な虐待も定義されるようにな
りましたので、目の前で夫婦がけんかするというような
虐待通告も増えています。
児童福祉法において、児童虐待とは４種類定義され

◎ 『児童虐待問題について』

Ｍａｓｔｅｒｐｉｅｃｅ代表

菊池真梨香様

ております。
身体的虐待・精神的虐待・育児放棄・性的虐待です。
どのように虐待から保護されるのかというと、近隣や
学校からの通告、まれに子供自身から交番に逃げ込
むなどのケースもありますが、そこから児童相談所に
通告がいきます。そこには一時保護所が併設されてお
り、その一時保護所でも断れないので、首都圏を中心

一般社団法人Ｍａｓｔｅｒｐｉｅｃｅ代表菊池真梨香と申し
ます。本日は児童虐待問題についてお話させて頂きま
す。
最近では千葉の小学４年生の女児がお父さんからの
虐待で亡くなるという事件がありました。昨年では目黒
区でも虐待で『お願い、助けて』と声を上げたにもかか
わらず、その声が届かなかった痛ましい事件があり、児
童相談所など多くの関心が寄せられていると思いま
す。
私は児童虐待問題に向き合って９年目になります。
町田市の児童養護施設に５年間住み込みで、ケアワー
カーをしており、里親をしているようなスタイルの施設で
した。児童虐待などによって、親と一緒に暮らせない子
供たちが保護される施設です。そして、今、児童相談所
で非常勤として、児童虐待対応協力員として働きながら、
児童養護施設を巣立った退所後の一般社団法人

にベッドが満杯という問題もあります。一時保護された
６割くらいの子供は家庭に帰されます。これは児童相
談所の職員が家庭との関係調整や状況調査をして、子
供が帰ることが出来ると判断した場合は帰すのですが、
今回の虐待事件は一時保護はされましたが、家庭に帰
されたケースです。その後の支援も大事ですが、児童
相談所は手が回っていないという状況があるのは事実
です。
一時保護所から家庭に帰らない４割はどこへ行くの
かというと、まずは、児童養護施設のような施設や里親
家庭という選択肢もあります。日本では施設へ行く子供
は８０%、里親家庭に行く子供は２０%程度です。今は里
親家庭を増やそうという動きになっています。日本は施
設大国ですが、欧米ではやむを得ない子たちが施設に
入るという考えで、日本と真逆で８０%が里親家庭になっ
ています。子供たちを保護して社会が養育するシステ

ムを社会的養護・社会的養育と言います。社会が親と

やっと親との関係を整理しはじめてきたのに、世間や社

して子供たちを育てているのです。私も皆さんも社会の

会がそれをぶち壊す。僕は耳をふさぐ』

一員であり、虐待などで親と一緒に暮らせない子供た

家を借りるにも保証人がいなくて借りることができない

ちの親というのは実は皆さんなのです。これは多くの方

ことがありますので、社会の理解は彼らを支えるキーポ

は知らないという状況ですが、社会的養護について知

イントになります。他にもお渡しした資料に彼らの声が

って頂きたいという発信活動にも力を入れております。

書かれていますので是非ご参照ください。

次に児童養護施設についてお話します。

私は児童養護施設で虐待を受けた子供たちを初めて

養護とは、子供を養い・育てる・守る施設です。虐待な

みました。彼らは何かしら助けを必要としています。そ

どの理由により親と離れて暮らす子供たちが生活する

の時に私たち社会がどのように受け止めてあげるのか

場所です。私は児童養護施設の子供たちと５年間一緒

が大事なことだと思います。でもそういった子供たちに

に暮らしていました。

何と言っていいのかわからないと思いますが、彼らの

児童福祉法では、児童は１８歳未満と定義されてい

人生を想像してほしいのです。彼らは言葉に敏感なの

ますので、法的に１８歳未満の子供しか守ることは出来

で、使う言葉を選んで頂く、質問をするときは『話せる範

ません。高校卒業までは保護できますが、大抵の子供

囲でいいからね』と一言添えて頂くと心が和らいだり、

たちは１８歳で自立していきます。高校の進学率は

彼らのそのままの状況をそのままを受け止めてほしい

９０％以上となっていますが、高校卒業後７０%は就職、

と思います。誰かと比較したり、もっと大変な子がいると

２２%ほどは進学しています。進学してもその中の２５%

は言わないで頂きたいと思います。その子に何が必要

は中退してしまいます。相当な精神力がないと卒業は

なのかは本人に聞いて欲しいのです。

出来ません。親がいない、失敗したら誰にも頼ることが

彼らの問題は多岐にわたります。親が死別していたり、

出来ない。親の虐待によるトラウマもありますので、精

親がいることによって苦しみ続ける。施設を出た後に親

神的に落ち込んだ時は働けなくなるし、学校へも行けな

にお金をたかられたり、保証人問題には皆ぶつかりま

くなるし、働かなければ家賃も払えなくなるので、崖っぷ

す。行方不明になったり、望まない妊娠をしたり、犯罪

ちの生活を強いられることになります。施設出身者の声

に巻き込まれたり、自分の存在意義・生きる意味はあ

は届きにくいと思いますし、知る機会はないと思います。

るのか、夢を追う意欲の低下やモチベーションがない、

しかし、私はこの状況を知って頂きたいと思います。彼

うつになって精神科を受診するなど少なくありません。

らは自分たちが悪くないのに、仕方ない・我慢しろとい

多いのは性風俗やホームレス、彼らにとって本当に身

う状況に置かれており、悪くないのに与えられるべき選

近な問題です。児童福祉法が切れた後、サポートの少

択肢を与えられていない。スタートラインが一般家庭の

なさがまだまだあるので、その点が充実していくと良い

子とは全然違うという状況があります。私はこの状況を

と思っています。

変えていきたいのです。
本から引用した施設出身者の声をお聞きください。

重たい話題をしてきましたが、ここから私たちに出来
ることを考えてみたいと思います。

『ご両親はどこにいるの？親に頼めないの？どうして親

通告をする、見守るということです。地域住民の一人と

と一緒に住んでいないの？』

して、子供の泣き声が聞こえたり、この家庭はヘルプが

『親家族、何処に行くにも何をするにもこの言葉が出て

必要なのかと思ったら、児童相談所に通告してほしいと

くる。親がいるけど頼れません。何処にいるのかわかり
ません。無表情で僕が答えたら察してほしい。これ以上
聞かないでほしい。いつまで僕の人生は親に支配され
続けるのだろうか。親や家族がどうであれ、僕は僕だ。

思います。迷ったら通告が原則となっていますので、そ
の後の家庭訪問などは児童相談所が行います。虐待
かと迷うよりは、児童相談所にご相談ください。また、知
る・理解する・伝える、社会的養護のことについて知っ
て、彼らの思いを理解して、周りの方々に伝えて頂きた

いと思います。また、関わりたい方は支援する・ボラン

ような若者の為の資金を集めていますので、ご支援頂

ティアをする・里親になるというものがあります。ボラン

けますと幸いです。

ティア団体やＮＰＯ団体、最近はアフターケアに関する

最後に、退所者・施設関係者・支援団体・地域の皆さ

団体も増えてきています。児童養護施設でもボランティ

んが退所者を支援し、地域で理解し、地域で支え、支

アをすることが出来ますし、乳児院では赤ちゃんを抱っ

援する社会を皆さんと一緒に作っていけたら良いと思っ

こするだけの抱っこボランティアもあります。

ています。本日はご清聴ありがとうございました。

里親制度にもいろいろあります。ゴールデンウイーク
や夏休みに家に来て良いという気軽な短期里親もあり

◎ニコニコボックス

高栁良作親睦委員

ます。
私の団体のＭａｓｔｅｒｐｉｅｃｅは最高傑作という意味で、
最高なあなた、どんな傷を抱えていてもあなた自身最

横浜南ロータリークラブ会長 角井幸一様
お世話になります。よろしくお願い致します。

高なんだ。最高な人生を送って良いんだよ、というメッ

横浜南ロータリークラブ 川﨑智晴様

セージが送れるような団体で、施設出身者の支援をし

角井会長のお供で参りました。

ております。活動としては、月に１回フードロスをなくす

宮下賢会長 大井和子幹事

ＮＰＯのセカンドハーベストジャパンと提携をしており、

横浜南ＲＣ角井会長・川﨑様、ようこそいらっしゃい

そちらから食料を頂き、それを必要な若者に届けるとい

ました。

う活動をしています。若者の引越しの手伝いや身寄り

Ｍａｓｔｅｒｐｉｅｃｅ代表菊池様・飯島様、本日の卓話を

のない子たちのためにシェアハウスを持っています。

楽しみにしております。

Ｍａｓｔｅｒｐｉｅｃｅでは衣食住の支援を大事にしております。
食料と住居は生きる上で大切なことだと思います。
ある若者のお話ですが、ある小学校から支援依頼を
受けました。お母さんの虐待があったのにもかかわら
ず、児童相談所で保護されましたがその後帰されまし

豊場建伍会員
Ｍａｓｔｅｒｐｉｅｃｅ代表菊池真梨香様ようこそいらっしゃ
いました。本日の卓話を楽しみにしております。
会員誕生日祝いを頂きまして有難うございました。
橋浦重己会員

た。なかなか児童相談所とうまく繋がれず１９歳になっ

菊池様・飯島様、本日の卓話楽しみにしておりま

てしまったのです。その彼女の自立したいという気持ち

す。

を聞き、シェアハウスで一時的に保護しました。その後、

横浜南ＲＣ会長角井様・川﨑様ようこそいらっしゃい

１ヶ月間新しい家を探して巣立っていきました。その彼

ました。

女がくれた手紙です。

長く欠席をしてすみません。ニガニがです。

『出会って間もない私の話をちゃんと聞こうとしてくれて、

坂巻照代会員 上杉順一会員 佐々部宣宏会員

受け止めて味方になってくれて、信じてくれて、そんな

海野俊彦会員 福 嶋 昭 会 員 小後摩重正会員

人は初めてでした。誰も助けようとしてくれなかったの

根本雄一会員 瀧 文 博 会 員 山野井正郎会員

で、正直混乱しました。大人も頼って良いことを知って、

Ｍａｓｔｅｒｐｉｅｃｅ代表菊池真梨香様本日の卓話を楽し

家に帰ることが楽しみになって、自分は、いて良いんだ

みにしております。

とわかりました』

横浜南ＲＣ角井会長・川﨑様、ようこそいらっしゃい

彼女はお母さんの暴力から逃れるために家にいたくな

ました。

い状況で、ネットカフェ生活をしていました。うちに来て

高栁良作会員

からは早く家に帰りたい。自分は、いて良い存在だとわ

菊池様本日はよろしくお願い致します。

かり、手紙をくれて嬉しかった思いがあります。
助けを求めている若者で、所持金が２００円しかないと
か、明日行くところがない、ホームレスになるしかないと
いう相談を受けることがあります。Ｍａｓｔｅｒｐｉｅｃｅはこの

◎次週の予定
２月１３日（水） 港南警察署長

◎会報

八木禧昭会員会報委員

