
 

 

 

6 月 3 日の卓話  5 月 20 の出席率  6 月 17 日の卓話  

 会員在籍者数 40 名 

 会員出席者数 29 名 

 会員欠席者数 11 名 

 本日の出席率 72.5％ 

  

 

最終夜間例会 

 

第３回クラブ協議会 

次年度第１回クラブ協議会 

 

2022 年 6 月 3 日［第 91 回］ 

≪2021-2022 年度 例会 第 89 回例会報≫ 

2022 年 5 月 20 日（金）東武ホテルレバント東京「吉野の間」 

司会：間野勉会員  

■点鐘：東京臨海西ＲＣ 西野充英会長 

■国歌斉唱：新型コロナウィルス感染拡大防止のため

割愛させて頂きます 

■ソングリーダー：二瓶恵一会員 

■ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

こちらも感染拡大防止のため歌わず、お聞きくだ

さい 

 
 

■「四つのテスト」：大星副会長 

■「ロータリーの目的」 

東京臨海西 RC バージョン感染拡大防止のため 

割愛させて頂きます 

 

■来賓紹介：西野充英会長 

●東京臨海西ロータリークラブ  発起人代表  

東京臨海ロータリークラブ   鈴木孝行様 

●東京臨海西ロータリークラブ  特別代表  

東京臨海ロータリークラブ   斉藤実様 

 

■米山奨学生紹介：西野充英会長 

 今年度米山奨学生 雷 博強（ﾗｲ ﾊｸｷｮｳ）さん 

■卓話者紹介：西野充英会長 

●江戸川里親の会 代表 小川昭子様 

 

■ビジター紹介：  

本日はいらっしゃいませんでした 

 

■会長報告・スピーチ：西野充英会長 

●バギオ訪問の報告 

●一般財団法人比国育英会バギオ基金より感謝状 

第 1回感謝状（継岩会員）第 6回感謝状（クラブ）

贈呈 

 
●東分区 IMのお礼と余剰金返金の報告 
 

●東京江東ロータリークラブ 60周年の報告 

 



 
 

 

■幹事報告：三橋晶幹事  
                    

●ガバナー月信 5 月号をメール BOX・ガバナービデ

オメッセージをメールしました（5/12事務局より

配信済）※地区大会フォトコンテスト一次審査に

選ばれています！！ 

●バギオだより 5月号をメールボックスに配布しま

した 

●クールビズについて（ジャケット着用または持

参・ノーネクタイ）例年通り 5月～10月 

●5月 31日（火）地区大会について（参加者へメー

ル済） 

●ガバナー月信 6 月号は 6 月 1 日ではなく、6 月中

旬に配信を予定 

●5 月度定例理事役員会議事録をメール配信してい

ます（5/18） 

●6月 23日（木）地区納めの会・規定審議会報告会・

「職業奉仕の実践」ワークショップを同日開催と

なります。今年度会長・幹事・職業奉仕委員長・

地区役員・地区委員の方は是非ご参加ください。

受付で記入して頂くか、メール

でお返事くださるようお願いし

ます。期限は 6/10まで。 

●次回 6 月 3 日（金）クラブ協議

会です。例会は 12：30～13：05、

クラブ協議会 13：10～14：00、

理事役員会は 14：15～15：15

となります。皆様ご参加よろし

くお願い致します。 

 

■委員会報告 

●国際奉仕委員会 髙橋健会員  

第 43回バギオ訪問交流の旅の報告 

「5/12 から 3 泊 4 日で行って参

りました。当クラブからは 6 名、

総勢 17 名参加の非常にいいツア

ーでした。 

5/12 はマニラに到着してその

ままクラークへ。クラークの夜は、

みなさんとホテルで懇親会をさ

せて頂きました。そのあと、クラ

ークからアンヘルツという聖地のようなところへ

移動して国際交流をして頂きました。 

次の日はクラークへバギオに 2時間くらいかけて

いきまして、昼に贈呈式、夜に奨学生たちと一緒に

夕食会をやらせて頂きました。 

最終日は、午前中シスター海野の聖地を訪れて、

午後は家庭訪問に 4つのグループに分かれて訪問さ

せて頂きました。そこで多分いろんなことを感じて

頂いたかと思います。夜は 4時間かけてマニラに帰

ってきまして、大使公邸で晩餐会もさせて頂き、非

常に充実したバギオ訪問になったと思っています。

夜も国際奉仕に出かけ非常にいい国際交流をして

頂いたと聞いております。  

来年度の 44 回は 2/9 に開催することとなります

ので、ぜひ体験された会員の方は、それぞれクラブ

の皆さんに共有して頂いて、バギオのことをもっと

もっと知って頂いて、また次回多くの方が参加して

頂けることを期待しております。」 

 

●カウンセラー委員会報告 橋豊和会員 

「ロータリークラブへの疑問、わか

らない部分、提案等を話して頂きま

した。一度カウンセラー集会にて、

私もわからないことがありますので、

確認して各メンバーに伝えたいと思

います。次回は 6月下旬に開催した

いと思います。」 

 

 司会 間野勉会員 

 

■出席状況報告：米井新吾会員 

⇒詳細 1頁バナー下の出席状況報告欄にて 
 

■ニコニコ BOX報告：坂東裕樹会員 

(ご意向)先週は、第 43 回バギオ訪問旅行の旅に大

勢の参加ありがとう御座いました：斉藤実

様（東京臨海 RC・当クラブ特別代表） 

(ご意向)島崎委員長 青少年奉仕フォーラムよろ

しくお願い致します：鈴木孝行様 

    （東京臨海 RC・当クラブ発起人代表） 

(ご意向)島崎さん、清水さん、お忙しいなか青少年

奉仕フォーラムの準備ありがとうござい

ました。小川さん、卓話楽しみにしており

ます！：当クラブ三役 

(ご意向)島崎委員長 青少年奉仕フォーラムよろ

しくお願い致します：栗山会員 

(ご意向)青少年奉仕フォーラム、よろしくお願いい

たします：飯塚憲貴会員 

(ご意向)スーツご注文頂きました！ 

大星さん、島崎さん、栗山さん、田名網さ

ん、三橋さん、継岩さんありがとうござい

ました！また、三橋さんからご紹介頂き、

親クラブの佐久間パスト会長からも 7着も

ご注文頂きました。重ねてお礼申し上げま

す！：熊倉会員 

(ご意向)本日、司会を担当させて頂きます。宜しく

お願い致します：間野会員 



 
 

 

(ご意向)清水さん、大星さん、本日の青少年奉仕フ

ォーラムの開催に尽力いただき、ありがと

うございます：島崎会員 

 

油井会員、伊藤会員、坂東会員、二瓶会員、橋会員 

本島会員、石田会員、岩崎会員、米井会員 

武井会員、大西会員、岡田会員、松原会員 

継岩会員、平井会員、岸会員、清水会員 

飯塚正裕会員、髙橋会員、北林会員、佐藤会員 

雪丸会員 

 

【32 件 101,000円 今年度累計 2,328,000円】 
   

   
   出席状況報告      ニコニコ BOX報告 

米井新吾会員        坂東裕樹会員 

 

■点鐘：東京臨海西ＲＣ 西野充英会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2021-22年度 青少年奉仕フォーラム 

 島崎久志委員長 

 

 
2021-22 年度青少年奉仕フォーラム 

島崎久志 青少年奉仕委員長 

 

島崎委員長 

これから 2021～2022 年度青少

年奉仕フォーラムを開催致します。

まず、今日の青少年奉仕フォーラ

ムですが、江戸川里親の会代表

の小川昭子様をお招きしておりま

す。私たちロータリークラブとして、

青少年奉仕ということで、少年野

球への応援などを通じていろいろ

と青少年と関わっておりますが、

今回は、後ほど大星副会長の方

からご説明させて頂きますが、私たちも地区補助金プ

ロジェクトを通じて里親の会の代表の小川様と関係し

ております。その辺のお話を皆さまにお伝えしたいとい

うのが今日の趣旨でございます。 

 それでは、本日のゲストを改めて紹介させて頂きます。

江戸川里親の会代表、小川昭子様です。では、大星副

会長から、本日の趣旨説明をよろしくお願い致します。 

 

大星副会長 

今回の趣旨なんですけど、今ご説明にあったとおり、

地区補助金プロジェクトという制度を使って、今年の秋、

江戸川区の里親の家庭を支援するようなイベントを、



 
 

 

我々のクラブ独自の方策を今計画しております。その

地区補助金プロジェクトが何なのかについて、何度か

話したんですけど、もう一度説明させて頂きます。 

 ロータリー財団というのは、世界中のロータリアンか

ら寄付を募って、そのお金を運用したりしながら世界中

でいいことをする。ポリオを撲滅させたり、いろんなとこ

ろを支援するみたいな活動をしている財団なんですけ

ど。そのロータリー財団、寄付されたことがある、どうい

う形であれ寄付されたことがある会員っていらっしゃい

ますか。そうなんです、実は皆さん、全員寄付してるは

ずなんです。皆さん知らないと思うんですけど、実は、

ロータリー財団に対する寄付っていうのは、毎年地区

が目標金額を設定していて、なるべくその寄付の目標

金額を寄付するようにして下さい、財団に入れて下さい

っていうようなことを毎年ガバナーが伝えるんです。今

年度の寄付の目標金額は 280 ドルです。 

 それで、我々のクラブは

まだできたばかりで、自発

的にその目標に沿った金

額を寄付して下さいと伝え

てもなかなかピンとこないと

ころがあるでしょうから、

我々のクラブは 1 人頭 1 万

円を寄付させて頂いており

ます。皆さん 30 万円年会

費を払われてると思うんで

すけど、その内の 1 万円を

ロータリー財団へ届けております。なので、皆さん全員

がロータリー財団と関わりを持ってることになります。 

 そのロータリー財団の仕組みの中に、地区補助金プ

ロジェクトという制度があります。これは何かといいます

と、それぞれのクラブが独自に奉仕活動を考えて、地

区の補助金委員会に、こんなプロジェクトでこんな支援

をしたいんだという企画書を出して認められると、その

支援活動に関わる費用の80％をロータリー財団から貰

えるという仕組みなんです。例えば、我々のクラブが 50

万円規模の奉仕活動をしたい。それで、地区補助金プ

ロジェクトとして認められると 8 割なので、40 万円を財

団から貰えて、足りない分の 10 万円を自分たちのお金

から出すといった仕組みなんです。使わないと損です

よね。 

 そんなわけで、我々は昨年の秋ぐらいからこのプロジ

ェクトの準備をしてます。もちろん初挑戦なんですけど。

今、清水さんなんかが一生懸命やってくださってて、今

年の 1 月に申請終わりました。恐らく、話があるとほぼ

決まるということなんで、7 月ぐらいに合否が分かりまし

て、それに沿って今年の秋ぐらいに支援をすると。 

 具体的にどんな支援をするかなんですけれど、我々

のクラブというのは、チャイボラさんなどを通じて、社会

的養護、親に虐待を受けたりしている子どもたちの支

援に、割と積極的に関わっています。チャイボラさんっ

ていうのは、児童養護施設の労働環境の改善や人不

足の改善のために一生懸命活動してる団体なんです

けど。伊藤さんなんかかなり積極的に関わってくださっ

て、卓話にも大山代表に来て頂きましたし、クラウドファ

ンディングにも皆さん寄付したと思うんです。 

 それとか、昨年は江戸川区の児童相談所へみんなで

見学に行ったり、児童相談所の課長の上坂さんに卓話

に来て頂いたり。また、我々の活動としては、週報の文

字起こし、この前説明があったと思いますけど、文字起

こしは外注してるんです。小さい頃に親から虐待を受け

ると障害が残るらしくて、なかなか大人になっても上手

に働けないんですね。そういった方々を雇っている会社

があって、そこに文字起こしを外注しています。皆さん

の会費の中から文字起こしを頼んで支援をしていると

いうような形なんですけど。 

 そういう虐待を受けた子どもたちに何かの支援を一

生懸命しておりまして、その関係で、じゃあ地区補助金

を使ってさらにそういったところの支援ができないもの

かということで、児童相談所に相談したところ、里親の

会の代表の小川さんを紹介して頂きまして。江戸川区

には里親の会とかがないらしいんですね。それで、立

ち上げるのを手伝ってくれというようなことを伺えたもの

ですから、小川さんとコンタクト取りながら進めてまいり

ました。 

 今年の秋には、小川さんたちが今立ち上げようとして

いて、来月立ち上がる江戸川里親の会の方々を集め

て、横の繋がりの強化をするようなイベント。また、その

里親の子どもと親の関係をより良くするためのカードゲ

ームのようなものをプレゼント、そういった奉仕活動を

予定しております。 

 そんなわけで、今回の青少年奉仕フォーラムの趣旨

は、秋の地区補助金プロジェクトを使った奉仕活動の

予習というか、そういった意味合いも含まれております

ので、よくよく小川さんの、里親の活動が何かちょっと

勉強して頂ければと思います。じゃ、小川さん、どうぞ

よろしくお願いします。 

 

島崎委員長 

 大星副会長、どうもありがとうございます。それでは

講話の方に入らせて頂きます。江戸川里親の会代表、

小川昭子様。進行の方は、次年度青少年奉仕委員長

である清水会員の方から、対談形式で、ざっくばらんな

形でいろんなお話を聞かせて頂きたいと思います。小

川様、よろしくお願い致します。 

 

小川氏  

小川昭子と申します。私的には、あまり表立ってすご

い形をしてないと思って、来年も江戸川里親の会という

形を取らせて頂いたのですが、根本的には NPO の東

京養育家庭の会というのが東京都にございまして、そ

れの支部として、6 月 1 日にせせらぎ支部という形での

里親の会を立ち上げることになりました。 

 

せせらぎ会（江戸川里親の会）立ち上げの経緯 

ただ、大星さんとかにお会いしたときは、里親の会を

立ち上げるというような話はつゆも出ず、ほんとに降っ

て湧いたような事件みたいです。私は急いでやるもの



 
 

 

ではなく、慌てず、みんなの声がチームになりたいと思

って初めて、それで成り立つかなって思っていたんで、

それで良かったんですが。 

東京都の絡みと、今聞いたように、児相という言葉が

何度も出たのですが。江戸川区が、2 年前に区児相と

いうものを立ち上げたんですね。それで、東京都の中

で何ブロックかに分かれて児相ができていたものが、

区の単体として東京都の中で一番最初に江戸川区が

作ったことによって、た

またま、予算とかいろ

んなものが違いが出て

くるとか、区ならではっ

ていうこともあったりし

て、江戸川だけの里親

をっていうのに変わっ

たんです。 

そう簡単には、はい、そうですかっていうわけにはい

かないので。みんなの声が上がって、単独で一本でや

るのはほんとに簡単だと思う。ただ、長く続かせるため

には、ということを考えると慎重に事をなさなければ、

私自身だけの思いでやるものではないと思って弱って

おりましたら、本部の方から、今年の 2 月にそういう意

向が降って湧いてきました。 

 お金的には、少しずつ分けてたんですね。前は墨田

区と江東区と江戸川区で、江東児相の中に江戸川区。

それが、江戸川児相が 2 年前から分かれたことによっ

て、去年から養育家庭の会の会計だけは分けていた

んです。本年の 2 月から、おかげさまでというか、私は

パソコンも打てないし、何もできないんですが、しゃべる

ぐらいはできるので、そしたら他のスタッフが思ったより

順調にやれて、6 月 1 日にせせらぎ支部として発足予

定となりました。 

 それで、キックオフという形で、みんな仲良くどれぐら

いやれるかなっていう程度までお話をさせて頂くことと、

遊びを混ぜて、ロータリークラブさんの代表の方も来て

頂いて、その中で子を繋いで。最初の印象が「体を張っ

て」とおっしゃったので、体使って頂きましょうと私たち

は思っているんですね。それで、どうしても、子どもたち

の中にいろんなものを受けてあげる。どうしても欠けて

いる、それを補う。これだけの男の人がいるんだと、ほ

いって感じですよ、私からすれば。女の人っていうのは、

男の人の体で遊ぶとかそういうのも含めて、そういう風

に言っています。 

 

自己紹介 

 私自身の自己紹介をさせて頂きますと、岩手県の岩

泉町という 301世帯の、震災があった場所から 20km中

に入った、龍泉洞っていう鍾乳洞がある町に住んでい

て。鍾乳洞があって、水があって、海が 20km 以内って

いうと、原始人にとっては最高の都会だったと今でも私

は自負をしていて。日本最古だっていうぐらいの場所に

住んでおりました。 

 そこから、小さいときは、今考えると、昨日、清水さん

とお話していて振り返るときに、今考えると、あれは虐

待だったかもって思うことは、あったかもしれません。で

も、当事者は、一切思ったことはございません。殴られ

ても何しても、ええわというような時代だったし、思った

とかはないんですが、小さいながらにいろんなものを想

像する子どもでした。絶対に 18 になったら出ると。 

 あと、大きな出来事は、10 歳のときに弟が死んだこと

です。鬼だとずっと思っていた親が、しぼんだ明かりの

中にいることを見つけて、親って子を思うんだっていう、

私の中での初めての体験でした。今でも、この絵を描

けって言われれば描けるぐらい記憶に残っています。     

そこからは一切盾突かず、逆らわないって気になる

んですね。だけど、真っすぐに生きよう、絶対的に。折

れれば周りの兄弟たちも折

れていくんじゃないかと思

って。昨日も清水さんと話

して、逃げ足と駆け足だけ

は速い。叩かれるぐらいだ

ったら逃げるっていう。もし

も、バレて怒鳴られるぐら

いだったら消す、洗濯機に

濡れたもの突っ込んで消し

ちゃうとか、そういう技だけ

は持って生きてきたって言

ってちょっと笑わせてしまっ

たんですが。 

 18 になって。本当は看護師になる気で、小学校 2 年

生から生きておりました。そして 17 歳のときに「看護師

になる」って言った途端に、母の一言が「あんな汚い仕

事するもんじゃない」って言われてしまって。あの頃、

SONYとかがボーナスを40万くれる時代だったんです。

私、今 62 なので今から 45 年前ですね。ボーナスをくれ

る時代で、それも新卒にです。それをもらわずして、な

ぜそんな汚い、安い仕事に就くんだって言われて。 

 でも、私自身が何しろ、ああいうことがどうも苦手でっ

ていうのもあって。でも、今のようにネット社会でもない

し、何もないから知らないものに、今考えるといろんな

方法をすごい考えたなって思います。准看に行こうか、

どうしたらできるんだろうっていう。でも、立つ瀬も方法

も見つけられずに、自分の中で一晩ほんとに。すいま

せん。思い出すとつらくて泣きます。10 年も思ったこと

を酷くないのって、こんな一言で捨てるんだと思った一

言があって、それがほんとに今でも忘れられません。 

 だから、自分の子どもにはしたいことをさせるって決

めたしっていうのが。ごめんなさい、こんな場であれで。

すごい、ほんとに何十年ぶりにこのふた開けてるんで

すよ、私。だけどほんとに、20 年ぐらい前の方が、この

ことを話すと止まんないんですよ。でも、ここのところは

生活も安定してるのでそんなことはなかったんですけど、

久々に開けられて、参ったなと思いながら。でも、どうし

ようと。まあいっかっていう。そのまあいっかが 60 過ぎ

て結構強いですね。 

 そんなのがあって、一晩、諦めて、1 人で生きていく方

法、手に職を付ける方法を考えたあげくに、給料もそこ

そこ出る、住めるって考えて、床屋になるって決めまし



 
 

 

た。床屋になるって決めて、私は元々は左利きなんで

すね。さすがに 18 の子どもが利き腕じゃない手を使え

るなんて考えは及ばないから「左手でできますか」って

聞きました。そしたら「できます」って言うから頑張りま

すよね、18 ですから。一番最初に学年 200 人ぐらいい

たかな、その中で一番最初に自分の道を決めて鍛える

という。ただ、その後の母の仕打ちが結構厳しくて、手

も足も出なくって怒られるけど、父が出稼ぎから帰って

きてたその日に許可をもらって、OK が出たのを畳んで

しまって、一切卒業式までしゃべらない。その支度も、

自分がバイトしたお金を使って、母に文句を言われな

いようにして。全部ほんとに、3 年間で身を粉にして、1

日 2,000 円しか出ないバイトで、半年たってて 3 年間で

10 万円を稼いで、制服も洋服も支度して全部出てきま

した。でも、それをつらいと思ったことはなくて、何か思

ったことはほんとにございません。だから、楽天的だっ

たのか、アホだったのか、ほんとに全然分かんないん

ですけど。 

 ただ、今でも忘れないのは、東京来た瞬間に、なんだ、

何でもできたんじゃん、バイトしてでも食べられたんじゃ

んって思ったあの瞬間はすごく今でも惨めだったと思っ

てます。ただ、母を置いてきた以上は形にもなりたかっ

たし、それでやって今 45 年になります。 

 たまたま、先ほど何人かに名刺を渡したんですが、私

は基本的にただの主婦が好きなんです。別に商売した

いってこともなかったんですけど、たまたま平成 4 年に、

前のお店のオーナーが、一度 27 ぐらいがやって、最初

23 でやって、のれん分けして誰かに結婚させられそう

になったので、ちょっとそれはいただけないのでお断り

して夜逃げしたんですね、思いっきり。ダッシュで逃げ

て。そういうようなことで。 

 そしてそこから、自分の技術を少し磨きたいと思って

磨いて、そこからいろんな形を取ってあげてて。そした

らたまたまそこのオーナーから譲られるっていう、椅子

と鏡と蒸し機って、この 3 個だけ譲るって言われて。や

めよう、やめるって言いたいなとほとんど思ってました、

9 割 9 分。だけど、ここで断ったらきっと嫌な顔されちゃ

うだろうな。前のオーナーに「厚意で言ったのに」とおっ

しゃられてから、3 日間クマのように行ったり来たり、行

ったり来たり考えて、3 日間。お金も、そのつもりがない

のでお金もなく始まって、それで 3 日後に、まあ、いい

か。40 でパートするよりはっていうんで始めて、32 から

床屋をして、今の店に勤めて、今 31年目になりました。 

 おかげさまで、何やかんや言っても、そのおかげで子

どもたちも形にできましたし、いろんなことの出会いもあ

ったし、里親にもなれたしって考えると、これはこれで悪

い人生ではなかったし。やっぱり今は、私はほとんど男

の人が相手なんですが、男の人の素晴らしさもすごく

分かったし、学ぶことの多い 30 年だったと思ったんで、

良かったかなと思っています。 

 

清水会員 

小川さん、このぐらいのメンバーの前で話されるのは

初めてということで「緊張するかしら」とかって言いなが

ら、壇上上がったら段取りとか

全部飛ばしてて。ばばばっと言

って調子良さそうだったんで、

そのまま聞かせて頂きました。 

 話の流れで言いますと、お母

さんがとても厳しくて。父親もす

ぐに、ちょっと触るだけで殴ると

いうような、そういうような家庭

に育たれた、小川さんが育てら

れて、それで、いろんな苦労が

ありながら散髪屋さんを経営す

ることになりましたと。 

 それから、なぜ里親に、自分自身がつらい子どもの

経験をしながらやられてきたにもかかわらず、里親にな

ろうと思ったのか。また、里親とはどういったものなの

かということをちょっとご紹介頂けますでしょうか。 

 

里親になろうと持ったきっかけ  

小川氏 

里親になろうと思ったのは、本当に社会的養護とい

うそんな立派なことはまず考えたこともなくて。店をはじ

めたときに、4 歳の娘がいたんですね。普通にいけば、

あと1～2年で次の子がって言っていた。でも、店をする、

張るっていうのは、皆さんご商売をなさってて分かる通

り、一か八かである程度賭けないといけないので、妊

娠してる場合じゃないんですよ。だから、食うか食われ

るかじゃないんですけど、そこを考えたときに、諦めるっ

ていったときに、はとバスに貼ってあったんです、「里親

募集」って。それを、いつか子どもが欲しいと思ったら、

ここからやって子どもたちと繋がっていかれれば。その

ときに、里親募集がイコール社会的養護と思ってなか

ったので、何か親いらっしゃらないっていうだけのことだ

ったと思うので、その考えから始まっただけです。 

 

清水会員 

実際にはお子さんができたので、仕事が忙しくて里

親になろうと思ったけど、一度は諦めたんですが、なぜ、

さらに、お子さんが今いらっしゃるにもかかわらず、里

親になろうと思われたんでしょうか。 

 

小川氏  

10 年たって、母が来て、また 1 回諦めて。なんとなく

人と絡むことが好きだったことと、やっぱり人恋しかった

んですよね、きっと。今考えると、誰かと繋がっていた

いんじゃないのかと、私は自分で思っています。ただ、

そのときになぜその里親の根が繋がっていかなかった

かって、途絶えなかったかっていうのは、最終的な、2

回目のときの。1 回目、母が来て諦めて、ああ、駄目だ

った。でも、母がいいって言った瞬間に迷わずやったん

ですけど。 

 そこのときに登録をしたっていうのも、なんとなく、人と

繋がりたかったっていうのが、あれなのと。あと、地域と

繋がりたかったんですよね。ただ、里親の意味自体を

理解してるのは最近ですよ。 



 
 

 

里親になるには 

清水会員 

それで里親に、今、いろいろとあってなられたわけで

すけども、なるときに簡単になれたんでしょうか。 

 

小川氏  

「今は、里親っていうのは逆に誰でもなれるんですね。

具体的に言いますと、300 万の収入が家族にあればな

れるんですよ。ただ、それになってからが、登録なので

いつ与えられるかも分からない、いつ来るかも分からな

いっていう。来たから、次から仕事が来るみたいなのと

は違って、方向性も全然見えなかったのが。4 年間、な

しのつぶてだったんですね。そうなってきた頃にはほん

とにやろうと思っていたけど。 

 不景気もだし、目も見えなくなったりとか、年齢も上が

ってきたので、仕事を辞める、今度は逆に閉めるときの

タイミングをどこにするかっていったときに、私の中で、

何ができるんだろうってもう一回思い起こしたところに、

たまたま江戸川区の体験活動っていうのがあって。そ

こに問い合わせて「見たいんじゃなくてそれになりたい」

って言ったら、変な電話だと思ったらしくて「児相におか

けください」って言われて。「そうですか、分かりましたよ」

って言ったら、やっぱりそのこともなかったんですよ。里

親っていう、引っ張るって感じもなかったように思いまし

た。 

 

清水会員 

結構里親になるときに、家族からはいろいろ反対さ

れたと聞いてますけれども。 

 

小川氏  

最初はね。それと、昨日改めて煮えくり返る気持ちを

思い出したんですよ。来た人のすごい失礼な言葉って

ありますね。「あなたたちは、頭にきたときとかも叩かな

いでいられますか。どんな気持ちになりますか」とか、

すごい失礼だったんです。私は、真心を持って、母性愛

が勝ってるんです。なのにそうじゃない、四角いみたい

な形のお話をされていて。ほんとに記憶から飛ばしてる

んだと思いますけど、ほんとに家族たちが全員嫌だと

思ったし、そんなことまでして里親をすることなのかって

言われて。そこにはまだ社会貢献って言葉はないんで

すよ。ないですけど、って言われたけど、したいっていう

ことしかなかったですね。 

 

清水会員 

最初に面談とかあるんですよね。里親になるための

資格があるのかどうかっていうことで、金銭的な問題で

あったり、その人の素質、資質みたいなものを聞かれ

るらしいですけども、そのときに結構きついことを聞か

れるみたいなんですね。それを聞いたときに、家族が

「こんなこと言われるぐらいだったら里親はやめよう」と

いうような話だったんですね。 

 そういった、いろんな嫌なことも受けながらなった里親

で、今まで実際に何人ぐらいになりますか。 

小川氏 

延べ人数にしたら12～13人。確実に育て出したのは

3人です。それも全員高齢児からで、初めて今小学生と

中学生がいるんですけど。小学生は初めて幼いときか

らで育てていて、どんな風になるかという模索して、ど

ちらかというと楽しんでますかね。 

 里親っていう自体が 24時間なので、強いて言ったら、

実子と全く違ったところは、殴れないっていうことですか

ね。叩けない。殴るまでいかないですけど、叩けはしな

いっていう。叩いただけで、逆立ちがしたぐらいに大変

なことになるので。まして、子どもがこんな風に言ったら、

児相がこのまま受け取るので、こんな爪の垢がこんな

になることになるとその子の人生が変わるので、よくよ

く気を付けるっていう感じです。 

 
 

預かり人 

清水会員 

そうすると、預かり人という言葉だよね。小川さんか

ら聞いてたんですけど、どういったことでしょうか。 

 

小川氏  

預かり人というのは、まず、自分のお金で育ててない

っていうことです。実子なんて場合は、どんなに貧乏し

たって、子どもを育てるために自分が身を粉にしてきた。

それこそ年配の方たちは、今だからだけど、若いときは

苦労されて。今の私の目標って、80 代の人たちなんで

すよ。あの人たちにできたことが私ができねえことはね

えがいなっていうのは、私のほんとに今まで 30 年やっ

てきた、洗濯機もあるし、掃除機もあるし、電化製品も

ある、でも、ない中でやってきた人がいるって考えるっ

ていったときに、預かって育てるっていう、お金を少な

からずも預かって育てることってすごく大事。それには

最終責任が、私じゃなく児相、もしくは国が責任を個人

に与えた権利が里親なんじゃないかと思う、私は個人

的解釈をしています。 

 

清水会員 

先ほど、お子さんと里親とはやはり少し違うといった

ことをおっしゃってましたが、じゃあ、叱ったりすることは

できないんでしょうか。 

 

小川氏  

叱ったりはしますけど、怒るっていうのはないかもし

れません。気分で叱る、自分が疲れてるから「ちょっと

あっち行ってな」とかっていうトークは、基本的にはとて

も少ないです。若いときがなかったなんて、そんな寛容

なことはありません。 



 
 

 

 私が、これは今の子どもを自分の子にしたら、天才が

できるかもってぐらいの心で。先日も、5 時間宿題をや

ってもらっちゃったんです。たった漢字の 2 文字とプリン

ト 1 枚やるだけなのに、5 時間。それを延々我慢できる

って、私はとってもすごいなって自分で勝手に酔いなが

らやってますけど。それぐらいの気持ちの余裕で育て

て、叱らない。ただ、叱るというよりは、道しるべになる

ことは伝えてます、絶対的に。 

 

印象に残った子 

清水会員 

印象に残ったお子さんの事例を一つ、保育士になっ

た方ですね。 

 

小川氏  

今25歳になりました。高校生のときに来て、ほんとに

いい子なんですよ。どこから見てもいい子なの。いい子

なんだけど、ペラペラ、ペラペラ、紙で。ふーって吹いた

ら飛ぶんじゃないかって。ただ、児相さんたちはいろん

な子どもたちを見ているんで、どうしてもそこを、凶暴と

かそういう方をとって、そうじゃない薄っぺらい子。 

 でも、私がほんとに気を付けてることは、そこを掘り下

げてしまっても、掘り下げた穴を埋めることってそう簡

単にできないので、そこは本人の口が開くまで待つって

いう意味では。ほんとに 3 年間、ちょうど高校入るとき

からの 3 年間を預かったんですけど、最終的に開け切

らなかったんです。開け切ると壊れちゃうっていうとこだ

ったので。出したときに、これで私を必要ないと考えた

ら、そっから自分で生きろと思って出しました。 

 ただ、彼女が外へ出て初めて「お母さんの言ってたこ

とが全部合ってた」って言ったんですよ。「どれも本当に

合ってた、だからお母さんがすごかったんだよ」って言

う。「そう、それは良かったね」って言って、そこからがド

アを完全に解放を、もうしてます。 

 我が子に近づいてるし、それでいてあまり。実子でも

あまりぶら下がらないんですけども、里子にもぶら下が

らないようにしながら。でも、用事のときには必ず声を

掛ける、何かのときには声掛ける、誕生日。でも、私は

変なテレパシーがあって、ふーっと浮いてくるんですね、

その人が気になるという。そのテレパシーみたいなの

の触角がすごいので、それでふっとメールしようと思っ

てたんだっていうこととかもありますので。 

 その子の生い立ちが、今までの中には何人も、10 人

も見ているけど、その薄っぺらいことが薄っぺらくなく、

今保育士としてちゃんと生きていられる。自分で立って

られるっていうのはすごくありがたく感謝するし、どこへ

出しても恥ずかしくないと私は思うって感じです。 

 

清水会員 

自分自身で保育士の仕事を見つけてきたんですよね。 

 

小川氏  

そうです。最初は私が断りました、無理だから。その

子の薄っぺらい垣根だと、給料は安い、重労働、気持

ちの中でやったぐらいじゃ罰が当たるわっていう 3 拍子

ぐらい揃ってるものを、そんな薄っぺらい子がやったら、

元が壊れやすいのに壊れちゃうなと思って、やめろって

言いました。 

 それで「本当に心底やりたいんなら、割のいいのを探

してこい」って言ったんですよ。そしたらお膳立てすると。

「借金まみれになって保育士になるもんじゃないからね」

って言ったら、自分で探してきて、見つけたものにちゃ

んと自分で向き合って、それで選ぶっていうのを里子に

は今一番させたいです。 

 

清水会員  

うれしいこともあったんじゃないですか。 

 

小川氏  

その後にお金でうれしいとか言って嫌なんですけど、

1回目のボーナスのときは、初め半端だからって何も言

わなかったんですね。でも、母の日には必ずありがとう

っていろんな手紙をくれたりしました。 

2 回目のボーナスになったら、あの人はボーナスな

んぼもらうだろう。もらったって 1 年目だし 40 万だと思う

のね、あたしと思ってたら、そこから 10 万円持ってきて

「これ、あげるね」って言われて。あげるねって、あんた、

2 割だぞと思って。ちょっと、おいおいと思って。だけど

「いいよ」って言うから。「いろいろやってもらってるし」っ

て。いや、やってもらってるってほど。「使い道あるから

やってるだけだから」って言ったんだけど、そこをしっか

りと自分の中で言ってくれたのは、私、我が子にももら

ったことないんですよ。 

私、思わず、我が子の前でほれってこう見せて「見て

みろ、10 万円も持ってきたぞ、里子が」。「そうですね」

って我が子は言ってま

したけど。「その代わり、

棺おけに入れてやる」

って言われたんですけ

どね。そこだけほんとに

10 年目で収穫あったと

思っています。 

 



 
 

 

里親を経験する上で、子どもを持ったことがある人とな

い人との違い 

清水会員 

ありがとうございます。あとは、里親で親を経験した

人、そうではなくまだ子どもを作ったことがない方が里

親を経験するということでの、少し違いを教えて頂けま

すでしょうか。 

 

小川氏  

親をやったことのある人がなる場合には、経験値が

あるため先を見越せるという良さはあるんですね。ただ

そこが、その人の育て方にものすごく主体性を持ってし

まうために、違う意味でのこうあっていくっていう先が見

えてるので、過信という部分が、私は一番怖いと思って

います。 

 逆に未経験とか、一時代前の人たちは、ほとんどが

子どもさんいらっしゃらない方にさせて。ましてや、里親

制度に対しても国自体のご理解がなかったので、今は

補助をされてるんですが、高校の授業料も自腹を切っ

て育てるという時代に、学費も自分たちで払ってでも里

親をしてた大先輩たちがあって、今があります。 

 そう考えると、そしたらその分だけ、全部が未経験な

ために見越せないっていう弱さがあるんですね。その

中で見越していかないために、ある一時期に、かわい

いときは犬か猫みたいにかわいがってやっていたのに、

思春期という、どこの家でも「うざいな」とか「うっさいな、

おい」とか、お父さんとかお母さんっていう時代が来る

ことを想定できない。そこを、やっぱりその弱さはあった

よと思って見ています。 

 

自立について 

清水会員 

大切にしていることとして、自立という言葉が多いと

思うんですが、どういう取り組みであるのかということと、

なぜそれが必要かということをお伝えください。 

 

小川氏 

 自立という部分に関しては、まず、18 歳以降に措置

支援がないということです。22 歳までは措置援助という

形で子どもに対する費用はあるんですけど、里親手当

という部分で、別に個人個人いくらか頂くんですが、そ

れがなくなる中で、かわいさだけではできないと思うこ

とがあります。 

 こないだ私、児相にもしゃべったから分かるんですが、

もう、守る時代ではなくなっている。子どもたちがあまり

にも、ハングリーな気持ちもいろんな欲もない。預から

れてることを当たり前になってしまっているからこそ、や

っぱりこれからの時代の子どもは、ちゃんと立って生き

ていくためには、どうしたらいいかを考えて道筋を付け

ていかなければ。 

 今、何でも降って湧いたように買ってもらえる、何して

もらえるっていう状態をして、18 歳になった途端に貧乏

になっちゃって、生活保護を受けるっていうことになって

るの結構多いんですね。でも、今はこんなに仕事があ

るんだから、やろうと思えば、昔の人から比べたら絶対

できるんですよ。だけど、それをあえてしない時代にな

ってるので、ちゃんと自分で向き合う。 

生きる力、そのためには、きちんと小さいうちから積

み重ねてきて、穴の空いたものを小さく埋めていきなが

ら、年齢相応になったら、今度は積み上げていく生き方

をして、そこを助けて育てていきたい。 

 豊かだから、世の中が何でも食べさせてくれるんです。

落ちてたものだって、食べたって。昔の時代の人から比

べたら、私は食べたことないんですけど、山へ行って里

芋の茎食べることもないわけだし、何かを売って食べる

こともない時代なわけだからこそ、そういう生きていこう

とする、生きるのは大事なんだっていうことを思わせた

いなと思っています。 

 

里親に必要な継続的支援 

清水会員 

ありがとうございます。あと、継続的に必要な支援と

いうのは、これから里親についてはどういった支援が

必要になってくるでしょうか。 

 

小川氏  

継続的な支援としては、今言った部分で、ほんとに

いろんな人とまず触れること。里親だけじゃなく、こうや

ってロータリークラブさんが来ることで、体を張って遊ん

でくれたり、作ったりとか、混ざってくれること。 

 金銭的にも助けてくれるっていうのはあっていいし。っ

ていうのは、うちの予算が、もう笑っちゃったんですけど

年間予算7万円なんですよ。7万円で何をするかってい

うことからしか考えれないんですけど。その中で、どう

やったらいろんな人と触れれるかっていうものを、やっ

ぱり。里子だから里子の人に言ってるんではなくって、

人として生きるようにして出すのは、一番今の課題だと

思っています。 

 

里親の素晴らしさ 

清水会員 

ありがとうございます。最後に、里親の素晴らしさっ

ていうのをお伝えください。 

 

小川氏 

皆さん、親になってらっしゃる方がほとんどだと思う

んですが。変な話ですが、母親ってどんな事情がある

にしても 10 カ月間もお腹に入れて抱えて、これってそう

そう楽じゃないんですよ、思ったより。 

皆さんは、一回着てみるといいと思いますよ。ほんと

に一度着てみてください。本当に奥さんの気持ち分か

りますから。本当に老人かと思うぐらいの気持ちになる

んですね。 

 それを耐えて産んだっていうのには何かしらのいとお

しさが、私は、捨てた親御さんにもあるんではないか。

だから、子どもたちには、負の中で生きることを選んで

非難したり生きていくんではなくて、自分の中で、ある

程度、なっちゃったものは仕方ないし、そうだったのも



 
 

 

仕方ないんだけど、よく話すのは「でも、だから会えた

んじゃん」っていう。だから会えた、出会った相手から力

をもらって生きろ、そのためには、産んだ人がいるから。

子は親を捨てることがあっても、親は本当に気持ちか

ら捨てることはないと私は思っているので、そこの中で

しっかりとやっていけたらいいかなってと思っています。 

 それで子どもたちが生きる力、それと感謝する力。み

んなから、出会って人からもらったもの、人から与えら

れたもの。具体的に言うと、ついこの間、税金の話をた

またまして、私が確定申告に行くって言ったら、4 歳の

子どもに「税金払いに行くのか」って言われたんですね。

だからそれぐらい、みんなが税金を払って助けてるんだ

ってしっかり感謝をできる大人にして、税金の払える大

人にしていきたい。それで、それを幸せと思って、何し

ろ最終的に親を恨まずに生きてほしいと思っています。

それだけです。 

 

清水会員 

 ありがとうございました。皆さん、ご質問のある方いら

っしゃいますでしょうか。積極的に何か。 

 

西野会長 

どうもありがとうございました。里親をしていて大変な

ことってどういうふうなことですか。 

 

小川氏 

一番難しいのは、まずは腹を立てないことですよね。

それが、若い里親さんがどこまでできる、寛容でいられ

るかっていうこと。 

 それと、会う方、会う方に預かり人ということを言って

いるのは、預かって育てるということは、ほんとに全責

任がこちらではなくて、児相があってやってることだって

いう意識を持って。大変だと思うことより、どちらかとい

うと、児相長にまで、毎回会うたびに「楽しそうだね、小

川さん」って言われるんですけど、楽しさが勝ちます。 

 具体的に言うと、年配者の方は分かるとおり、子ども

たちが巣立ったときに、おうちの中なんてすんごく静か

じゃないですか。それに波があるんですよ、こうやって

静かに。その波が立つことで家の中が活気づくんです

ね。それがすごい相乗効果を出すんですね。それが、

大変よりも楽しさが勝っています。よろしいでしょうか。 

 

島崎会員 

 小川さん、ありがとうございました。里親さん同士の

横の繋がりというか、情報交換みたいなものっていうの

はあるんでしょうか。 

 

小川氏 

先ほど言いました通り、せせらぎ支部ということがな

っていて。今の時代、どうしても、どんなお家でも孤立

することがあって、今、孤立し過ぎて一番危険なんです

ね。コロナもあったりして余計なんですけども、それをで

きるだけ、こんなに言ったからって全員がこれをできる

わけじゃないので。その中で、その人に合わせた感じ

の距離を保ちながら尊重して。 

 今回、運よく江戸川区だけってことになったときに、江

戸川区だけっていう方がやりやすいので、繋がりは今、

せせらぎ支部として。今年 1 年間だけで里親になるって

いう候補を出したのが、今現在で 32 世帯。10 家庭ぐら

い増えています。これって東京都においてもすごいん

だそうです。 

 いろんな機関がそれを頑張ってくれたりとかして、私

があれをやった部分とか動画を出して、1 人で、後で、

今度見てください。動画泣けますよ。その女の子と動画

を出した部分を見て来てらっしゃるとかいう方もいらっし

ゃるので、それを踏まえた上でしてくれるっていうので、

横の繋がりはしていかないと駄目だと思って繋がって

います。具体的には、LINE 上で皆さんと共有して発信

をしています。 

 

清水会員 

それではこちらから指名させて頂いて。熊倉会員、ご

感想か質問か、ちょっと教えて頂きたいんですけれど。 

 

熊倉会員 

ありがとうございました。なかなか、私もこういう、知

らない世界っていえば知らない世界なんで、すごく興味

深いというか。すごく考えさせられる内容ですし、それを

ご自身で実践というか、実際にお子さんを育てられてる、

巣立つっていうところまでされてるというのがほんとに。

私も小さい子どもが 2 人いるんですけど、だからそれを

経験、ご自身のお子さんもだし、里子のお子さんも育て

られというのはすごいなって、ほんとに尊敬でしかない

なっていうところ、ほんとに率直な感想でした。ありがと

うございます。 

 

清水会員 

次も急なんですけれど、松原会員いかがでしょうか。 

 

松原会員 

ありがとうございました。ちょうど僕の友人が不妊治

療をしていて、お子さんに恵まれないで里親になるって

いうことが決まったばっかりだったので。そういう話を聞



 
 

 

いてて、その友人がすごくうれしそうに、赤ちゃんが急

に生まれたからもう来週にはすぐ来るっていう話があっ

たんで、ほんと今、話を伺えたのが良かったと思いまし

た。ありがとうございます。 

 

小川氏 

いつでもご相談ください。お任せください。結構、天の

恵みですよ。 

 

清水会員 

 他にご質問をしたい方いらっしゃいますか。大星会員、

お願いします。 

 

大星会員 

小川様は、ご自身の子どもも育てられてたと言われ

ますし、里子も 10 名くらい育てられたってことなんです

けど。自分の親に育てられた子どもと里子。つまり他人

の親に育てられることになると思うんですけど、里子の

特徴というか、10人育てられてどういう傾向があるのか

なとか。今後、我々、秋のイベントとかで接する機会に

何か気を付けなきゃいけないことだとか、逆にしてあげ

たら喜ばれるようなこととかあれば。 

 

小川氏 

安易に触らないことと、微笑むことです。ちょっと奥深

くてごめんなさい。ものすごく子どもたちは警戒もするし、

知らない大人を絶対的に体に入れないし、一度でも、

何回か施設とか通過した子なんかは、いなくなられたり

とかそういういろんな経験があるので、そこをどこまで

かっていうのはやっぱり経験で。 

 うちの預かっている子は、3 カ月間座ったまま寝てま

したからね。心に寄り添う。それぐらい、やっぱり過敏な

子どもたちも多いので、まずは信じてもらう。これは自

分のお子さんもそうだと思います。親だから信じろじゃ

なくて、信じて頂くですよ。これ、全然違いますよ。信じ

て頂いてください、子どもに。 

 そのためには嘘をつかない。できないことだったらで

きない、疲れたら「疲れてるからごめん、もう少し待って」

ってはっきりちゃんと伝えること。駄目なことは駄目、ご

めんなさい、できません。父親だからってやれるもんじ

ゃない、疲れてるんだから。だったら「疲れてる」って言

う勇気を持つことだと思います。 

 それは今言った、大星さんの里子がもっと、そこは元

気になったり、「また来るね」が、ほんとに来るなら来る

って言って、来れないなら「今度来れたらね」とおっしゃ

ってくれればいいと思うし。言葉の責任は、一つが子ど

もたちに右往左往してしまうので、そこは「また会えると

いいね」とかおっしゃるとか、言い方一つは本当に慎重

になって頂きたいと思います。 

 

清水会員 

 今の話の続きで、里親の不調について少し話してくだ

さいますか。不調という、その説明からお願いします。 

 

小川氏 

 里親の不調というのは、預かってる子と合わなくなっ

たりとか思うという、これは自分のうちにもみんなあるこ

となんですよ、それは思春期。だけど、我が子の場合

はよほどじゃないとバラバラになんないんですけど、里

子の場合は極端にそれが出て。思春期を経てしてしま

うんですね。その思春期のときに、もうどうにもならなく

なったことを不調といいます。 

 そうしたときに、それは児相が駄目だと判断した時点

でいろんなことはするんですけど、引き揚げるという、

10 年育てても引き揚げるっていうことがあるんですよ。

それが預かり人の試練ですね。ただ、その子どものた

めだと考えたら、私はそこに合う人といて、その時期を

過ごすっていうありじゃないかなと思っています。 

 

清水会員 

ありがとうございます。最後に何か一言ございますか。 

 

小川氏 

先ほども申しましたが、皆さま本当にいい意味で、里

親になることを、この支援でなってみようかなと思う人

は、本当に聞きにだけは行ってください。 

 ただ、一番なのは、先ほど言いましたとおり、十月十

日を抱えて、いろんな思いを持って親は育てる。ですか

らこそ、今与えられた、特に男性の方たちしかいないの

で、おうちに帰られたら家族のことを、我が子はこれが

幸せっていうんだろうって感じてくださるといいと思いま

す。そういう風に、おうちに帰って、俺んちにはこの子い

るんだな、俺はここで、俺が幸せにしてるんじゃなくて、

俺は幸せを貰ってるんだなと思って、おうちへ帰られた

ら、いろんな言葉の出し方も。 

 これ、里親とは全然関係ないんですけど、そう思って

くださったら、不調のある、それこそ今、一般の家庭で、

高齢児の不調がすごい多いんですよ。本当に、貧困と

かじゃなくて掛け違い。親の思いの入れ過ぎ、それが

あだになってっていう。こんな他愛無いことで当たり前

にあげて、この子のためにと思ってやってことが、負担

だったとかっていう子どもで、バツになる高齢児が多い

ので、そういうことにならないおうちにして頂ければと思

っています。 

 里親としては、いろんな子どもたちに認められて、私

は生涯の仕事に、自分がこれができたことは床屋以上

に面白いし楽しいし。そうした、今でも子どもたち、実子

には言っているんですが、私が死んだら Facebookに載

せる。それで、何人の人が集まるかを確かめて、私の

価値を知れと言って、それだけはしろって言って。どん

なことをしてもいいけど、それだけはほんとにしてみろ

って。そしたら私の生きた価値が見れると思うからって

いう、そう言ってる。 

 だから、自分の子のことを褒めるわけではないんです

が、うちの子どもらって、2 人ともよその人が入るのは

好きじゃないんですよ。ほんとに嫌いなんです。だけど、

子どもたち2人で考えて「あんなにやりたい、やりたいっ



 
 

 

て言うならやらせて死なせさせてやろう」と言った小学

生と高校生がいたことに私は感謝しています。 

 今回、こういう機会はほんとに初めてなんですね。こ

ういう風にオープンに話すことって。初めてのこの機会

を頂いた皆さまにほんとに感謝致しますので、今後も

長いお付き合いを、細く長くお付き合いさせて頂ければ

と思います。よろしくお願い致します。 

 

島崎委員長 

小川様、ありがとうございました。それから清水会員、

ありがとうございました。改めて小川さまに盛大な拍手

をよろしくお願い致します。では、最後に西野会長の方

から、講評および閉会のごあいさつということでよろしく

お願い致します。 

 

西野会長 

 皆さま、どうもお疲れさまでした。あとは小川様、ほん

とに心温まる、そして思いの詰まったお話、どうもあり

がとうございました。 

 今日聞いてて、まず、里親のことは別として、最後の

言葉にもあったように、我々の家庭ですよね。そのアド

バイス頂いたのかなと思ってまして、うちにも大学 1 年

生、高校 1 年生子どもいますけれども、こちらの思いが

やっぱり強いのかなっていう風には思いますので、そう

いったところから気を付けないといけないなと思いまし

た。ありがとうございました。 

 そして冒頭、大星副会長の方からありましたけれども、

イベントには、多くの方で参加していきたいなという風

に思っておりますので、会員の皆さまもそのイベントに

はぜひご参加ください。 

 それから、やはり思ったのが、ほんとに大変な、想像

つかないような、預かり人という、仕事ではないにして

もボランティアなのか、生きがいなのか、生き方なのか。

ほんとに普通の人ではできないことをやられている里

親の皆様に、頭が下がる思いでいっぱいです。 

 そして、我々のクラブとしましては、これから里親にな

られる方を支援するというプロジェクトも、5 周年で、ま

だ分かりませんけれども、もっともっと推進していきたい

な。というのも、我々のクラブは、どちらかというと国際

奉仕とか職業奉仕とか、いろいろな奉仕の中でも、地

域密着した青少年への奉仕っていうのを強みにしてい

るようなクラブだと、振り返ればそういうクラブになって

きたんじゃないかなという風に思ってます。 

 これは、例えば親クラブから強制されたものでもなく

て、いろんな会員のアイデアや経験を基に、我々の強

みというのがこの 4 年をかけて出てきたのかなと。それ

を更に更にブラッシュアップして、臨海西といえば青少

年奉仕だねとかっていわれるクラブまでになると、我々

としても誇りに思いますし。ロータリーに入ったからこそ、

こういう地域に根差した問題点とかもまず知ることもな

かったですし、ロータリーに入ったからこそ知れた、そし

て解決をみんなでしようとするっていうことが大事なこと

なのかなと思いました。 

 これは周りのロータリアンじゃない皆さんにもぜひ伝

えて頂きたいな。職業のこととかだけじゃなくって、親睦

のことだけじゃなくって、地域の問題、地域の課題解決

を一生懸命やる会だよっていう風に増強にも役立てて

頂きたいなという風に思います。ほんとにありがとうご

ざいました。 

 そして最後に、今日は島崎委員長、ありがとうござい

ました。そして、ファシリテーター清水会員、ほんと素晴

らしいファシリテートぶりで、素晴らしかったです。まず、

清水さんに拍手をしたいと思います。ありがとうござい

ます。新たな一面を見ましたし、次年度は青少年委員

長ということですごく期待しております。 
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