
□会員誕生日 佐渡 文武

吉本きよ子

□結婚記念日 大田 嘉弘 菅 義尚

坂田 武文 朝比奈勝也

吉本きよ子 福本 博之

井上 盛文

□配偶者誕生日 佐藤 守幸 鴨宮 弘宜

□事業所創立 吉本きよ子 堀越 賢二

小坂 啓子

４月１７日 第２４２７回

□ソング：我等の生業

□ゲスト：東広島竹原人権擁護委員協議会

副会長 森川 愛子様

竹原市人権推進室人権対策係長 宮地 康子様

竹原市人権推進室生活相談員 高橋 美佳様

□会員誕生日…福本、鴨宮

□結婚記念日…大成

□事業所創立…坂田

□特別スマイル

・2015～16年度グループ9のガバナー補佐を任命

されました。皆様のご協力宜しくお願いします。

（市川重雄）

幹事 堀越 賢二

・例会変更 瀬戸田ＲＣ

4月16日(木)→例会取消

・例会変更 東広島ＲＣ

5月20日(火)→夜間例会

5月27日(火)→職場例会

・広島空港ＲＣ創立20周年記念式典お礼状

・次週4月24日(木)は花見例会ですのでお昼の例

会はありません。

会長 木村 安伸

皆さん今日は。日程が変更となりましたが本日は、

社会奉仕委員会の担当例会であります。そこで、

来る7月8日（火）に予定しています「デートDV予

防啓発講演会」の開催に先立ちまして、先ず当ク

ラブ会員が「デートDV」について正しい知識を学

ぶために東広島竹原人権擁護委員協議会副会長森

川愛子様に卓話をして戴きます。森川様また、竹

原市役所人権推進室人権対策係長宮地康子様、同

じく人権相談員高橋美佳様には、日頃大変お忙し

い中、当クラブにお越し下さいまして誠に有難う

ございます。この後、宜しくお願い申し上げます。

DV（ドメスティック・バイオレンス）は、同居関

係にある配偶者や内縁関係の間で起こる家庭内暴

力を言いますが、近年交際中の若い世代でもパー

トナーから受ける暴力や高圧的な態度が増加傾向

にあり、パートナーからの束縛・支配により自分

の意志や言動を見失ってしまう状態が「デートDV」

だそうです。3月28日の日経新聞に、デートDVに

ついて子供に考えさせる授業が、各地の小中学校

に広がりをみせているとの記事が掲載されていま
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次年度クラブアッセンブリー
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四つのテスト

1.真実かどうか

2.みんなに公平か

3.好意と友情を深めるか

4.みんなのために

なるかどうか

【２０１４年４月１７日 第２４２７回例会記録】
【２０１４年４月２４日 第２４２８回例会記録】



した。本日の卓話は、誠に時宜を得ていると思い

ますし、我々の子供や孫達の成長に参考になるこ

とと存じますので、大いに学ばせて頂きます。

次に、去る１2日（土）に私と堀越幹事は、広島空

港RC創立20周年記念事業・式典・祝賀会に参列し

て参りました。先ず、記念事業は15時50分から広

島空港ターミナルビル３階見学・送迎デッキ入り

口前に於いて近藤会長の挨拶の後、金属造形家村

中保彦氏の金属アート作品で高さ182センチの「雲

の上の町」のテープカット、作品紹介が行われま

した。

次いで、16時30分から19時まで行われたフォレス

トヒルズガーデンでの記念式典・祝賀会は、三原

市長、東広島副市長他来賓6名、芸術家村中氏他2

名、RC関係者は沖田ガバナー他9名それに広島空港

RC関係者30名の出席で盛大に開催されました。沖

田ガバナーからは、広島空港RCは小規模なクラブ

ながらも早くから様々な奉仕活動を展開されて来

たが、成人となった今後も大きな期待を寄せてい

る旨の挨拶が有りました。

以上で、会長の挨拶を終わります。

□親睦活動委員会 委員長 中川 康子

4月24日(木)18時30分よりかんぽの宿竹原において

花見例会を開催します。桜の花は散ってしまって

いますが、親睦を兼ねて楽しみたいと思いますの

でよろしくお願いします。

□新世代奉仕委員会 委員長 福本 博之

4月24日(木)忠海高校に於いてあいさつ運動を行い

ます。集合時間は7時40分です。豊田高校のあいさ

つ運動の日程が決まりました。5月14日(水)です。

集合時間は7時45分です。

□社会奉仕委員会 委員長 朝比奈 勝也

4月20日(日)賀茂川清掃です。集合時間は8時30分

です。なお雨天の場合は6時30分に決定して連絡し

ます。例会終了後、デートＤＶ予防啓発講演会に

ついて本日のゲストの方と安芸津中学校、教育委

員会の方を交えて奉仕プロジェクト委員会を開催

しますのでよろしくお願いします。

東広島竹原人権擁護委員協議会

副会長 森川 愛子様

本日は貴重なお時間を頂きまし

て有難うございます。

7月8日に竹原市内中学4校全員

集まって、親、教師、一般の方

も共にデートＤＶの情報を共有

できるという機会を与えて下さっ

たロータリークラブの皆様に感

謝申し上げます。

一昨年まで私たちは、高校生、大学生へ向けてＤ

Ｖの予防啓発をして参りましたが、これは原因が

家庭内の変化もありますし、もっと低学年から啓

発していかなければならないのではと思っており

ました。ちょうどその時にロータリーの方の協力

が得られそうだということで、まさにグッドタイ

ミングで聞いた時は本当に嬉しく思いました。

今日は、デートＤＶについて一番解り易いＤＶＤ

を持って参りましたので、先ずは見て頂きたいと

思います。

竹原市人権推進室

生活相談員 高橋 美佳様

私は昨年6月から竹原市人権推

進室でＤＶ、性犯罪等の専門の

相談員として設置になりました

高橋と申します。

相談業務だけではなく、相談を

した後の被害者の方がどのよう

に自立していくかをコーディネートして、行政が

できる範囲の中でお手伝いをしております。見て

頂きましたＤＶＤはとても分かりやすいものでし

たが、性的な暴力について少し補足します。多く

の場合デートＤＶは、二人が性的な親密な関係に

なったところから始まることが多くあります。

性的自己決定権というのは、人それぞれが持って

いるもので、相手の権利だけ主張されるものでは

ありません。ですがデートＤＶの場合は、暴力を

ふるう側の意思で行われます。なぜ暴力をふるわ

れるのに別れないのかという疑問を持たれる方が

あると思います。デートＤＶというのはその行為

自体が暴力と気付かない場合が多く、私たちが相

談を受けても別れるという決断に至らないという

のが若い子たちの悩ましいところです。理由の一

つとして、加害者は必ず暴力をふるった後に謝罪

をしたり優しくなります。もう一度信じようと思

うことで、繰り返し繰り返し暴力のサイクルから

抜けられないのが現状です。

竹原市人権推進室

人権対策係長 宮地 康子様

デートＤＶという言葉は最近やっ

と認知されるようになりました。

平成25年度竹原市人権推進室の

相談室では22名の方の相談を受

け付けました。その中には若い

人たちも含まれています。これは都会だけで起こ

ることでなく、都会田舎関係なく全国的に潜在化

している問題だと少しずつ認知が広がっています。

ショッキング的な内容ではありますが、性暴力を

はじめとする精神的・身体的なものを含め、こう

いった暴力行為は人の尊厳を傷つけることだけで

なく、自己肯定感を低くしてしまいます。若い人

ほどそういった行為を受けたことが恥ずかしいと



いうことで、なかなか相談に繋がらないのが現状

です。その結果、暴力は悪化して潜在化するとい

う傾向にあります。現在、全国的にニュースで報

道されていますが、若い人たちのストーカー事件

を耳にします。その背景には必ずといってデート

ＤＶがあります。

このたび7月8日ロータリークラブの力を借りて、

中学生を対象にデートＤＶの啓発をさせて頂くこ

とは、これから将来を担う子供たちが被害者にも

加害者にもならないために必要なこととして、有

難く感謝しております。ぜひとも7月8日の講演会

を成功させていきたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願い致します。

４月２４日 第２４２８回
花見例会 かんぽの宿竹原

□ソング：奉仕の理想

□出席者：会員28名,配偶者10名,事務局 計39名

幹事 堀越 賢二

・第6期RLI2710分科会研修パート2ご案内

日 時 6月8日(日)

場 所 広島都市学園大学

登録料 8,000円

・5月1日は休会/5月8日が第一例会/5月15日は18：

30から例会開始

会長 木村 安伸

皆さん今晩は。本日は花見例会でございます。中

川親睦活動委員長他委員の皆様には本年度4回親

睦例会を開催して頂き、厚く御礼申し上げます。

さて、先刻新会員井上盛文様の入会式を行いまし

た。井上会員には一日も早くクラブに馴染んで頂

きますようお願い致します。ロータリーは簡単に

言えば、自分を磨き、人を育て、時には慈善行為、

ボランティア活動などを行う世界的な団体です。

これからは我々と一緒にロータリーの奉仕理念を

学び、実践して行きましょう。なお、次の三点に

ついての義務をお守り下さい。１．例会への定期

的な出席 ２．会費の納入 ３．ロータリーの雑

誌の購入です。

次に、私は去る17日（木）竹原市民館で開催され

た平成26年度第1回竹原市キャリア・スタート・

ウィーク実行委員会に出席しました。平成26年度

の職場体験事業は、6月16日（月）から20日（金）

までの間竹原市内全中学校2年生208名を対象にし

て、市内約130事業所で実施されます。会員の中

で生徒を受け入れられる事業所の方は、宜しくお

願い致します。

20日は、賀茂川を美しくする実行委員会による第

14回賀茂川の清掃作業が行われ、会員8名が参加

されました。作業開始時刻前の8時頃までは、生

憎の小雨模様で、竹原中学校が急遽不参加となり

ましたが、その後は曇り空となったので作業は、

上条橋から下流に向かって順調に進み、親耕橋よ

り少し下流辺りまで清掃を行い、10時に無事終了

しました。参加されました方々どうもご苦労様で

した。なお、佐藤会員からドリンクを差し入れて

頂きまして、誠に有難うございました。

一昨日22日（火）10時30分から郷賢祠境内で執行

された郷賢祠顕彰会主催による「第59回郷賢祠

例大祭」に私が参列して参りました。郷賢祠は、

文政10年（1827）下市出身で藩校教授であり、

郡代官であった頼杏坪によって創始され、竹原

の町人文化を担った人々が中心の22神が祀られて

います。

最後ですが、今朝7時40分から忠海高校に於いて

昨年に続いて生徒の登校時挨拶運動を実施し、13

名の会員から「4つのテスト」入りのポケットティッ

シュを生徒ひとり一人に手渡して頂きました。参

加されました会員に厚く御礼申し上げます。

これで、終わります。

□次年度幹事 佐々木秀明

4月28日(月)13：30より事務所に於いて次年度理

事役員会を開催します。

□お 名 前 井上 盛文

□事 業 所 井上事務所

□職業分類 司法書士

（ご挨拶）

ロータリークラブの組織がど

のようなものかまだ理解でき

ていませんが、私は生活する

上で、皆さんとの輪が重要だと考えています。こ

れは奉仕の理想に通ずると思います。これからい

ろいろと学んでいきたいと思いますので、今後と

もよろしくお願い致します。

《出席報告》

会員数３３名 出 席２５名 メイク ４名

欠 席 ２名 免 除 ２名 出席率９３．９４％

《出席報告》

会員数３４名 出 席２７名 メイク ２名

欠 席 ３名 免 除 ２名 出席率９１．１８％



(連絡事項）
①５月１１日(日)広島空港ＲＣ主催の４クラブ合同ゴルフコンペです。
②５月１４日(水)豊田高校に於いて朝のあいさつ運動を行います。
③５月１５日(木)の例会は夜間に変更します。開始は１８時３０分です。
④５月１７日(土)地区研修・協議会です。（該当者のみ）

4月20日(日)賀茂川清掃に参加しま

した。参加された8名の皆様早朝よ

り大変お疲れ様でした。

市川会員より桜餅を頂きました。

かんぽの宿竹原総支配人様よりまぼろ

し2本、中川会員、佐々木会員よりお酒

を頂きました。皆様、有難うございま

した。


