
次回の例会

シェカール・メータ 馬場 益弘

《 2021-2022年度   R.I. テーマ 》 クラブテーマ：ロータリーの原点を思い出そう。
 そして人生を語り合い、愛を語り合い、経済を語り合おう。

地区スローガン：活力と輝き
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寄付金の状況

お知らせ

 2月24日現在 累　計 目   標 

ニコニコ箱 0円 1,395,000円 3,000,000円
米山奨学金 0円 1,616,000円 2,492,000円
ロータリー財団 0円 2,423,740円 3,233,600円

ありがとうございました。

■  3 月 10日(木)  
    福井ローターアクトクラブ
     との合同例会(夜間例会)
■  3 月 17日(木)
    会員卓話(長谷川  智洋会員)
■  3月 24日(木)  
    休　会
■  3月 31日(木)  
    会員卓話(櫻田  貴美子会員)
■  4月   3日(日)  
    地区大会(国立京都国際会館)

12 時 30 分 開会点鐘　
 会長挨拶
 米山奨学生 (ヴー ティー ハーさん ) 挨拶
 栄誉行事
  皆出席御祝 /  森川  圭造 (4 年 )
  在籍御祝 /  清水  慶造 (45 年 )・酒井　孝 (5 年 )
  誕生日御祝 /  清水  則明・長田  裕美・中広　久・橋本  一也・
   前川  小百合・田中  成治・須賀原  和広・
   出雲路  康照・藤本  潤一・三浦  博樹・木村  佳美・
   木村  憲一・開発　毅
  配偶者誕生日御祝 /  清水  嗣能・山本　恵・坂本  安夫・田畑  賢一・
   長谷美左子・村田  良昭・斉藤  信二・金井  伸一郎・
   梅井  啓介・油谷  啓司・岩﨑　新・長谷川  英一
  結婚記念日御祝 /  田畑  賢一・上田  祐広・後藤  正邦・北島　恬・
   片山　元・長野　学・菅原  将高・渡辺  一史
 委員会報告・幹事報告・その他
 会員卓話 ( 滝本 光男会員 )
13 時 15 分 閉会点鐘

今後の予定

■ 開会点鐘 ： 18時30分
■ 閉会点鐘 ： 19時15分

■ 会場：zoomによるオンライン例会
■ 福井ローターアクトクラブとの合同例会2022年 3月 10日(木)

奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために
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会長挨拶

　立春の後の雪は、真っ白な神の世界ですね。仏教王国福井は、日本中に広まった仏を大切にする国、日本
の中心かも知れません。1400 年も前に、聖徳太子が和を以って尊しとしましょうと説かれてからやまとの国
日本は、争いを最も求めない国かも知れません。世界的な組織であるロータリークラブの求める世界平和は
正に福井の得意とするところではないでしょうか。大いに論じ合い親睦を図りながら自分を高め相手様をも

大切にする。この精神は、最も今、世界が求めていることではないでしょうか。経済も、政治も、すべて人間が行う行為です。
我が福井ロータリークラブは、皆様のお蔭で皆様と共に活気と輝きを失うことなく今日も例会を持てています。自分を高め大
いに社会に貢献できる存在になりましょう。

　さて、今日は名言集２７を学びましょう。

「祈れ、されど働け」
「今日は、残された日の最初の日である」
　
　若い頃、私が好いた言葉です。祈りを大切に思い、その効用を信じて生きてきたのです。しかし、働くという行動なくして
幸せにはなりません。毎日、毎日新しい気持ちで社員、家族、社会のために頑張る。素晴らしいことですね。人間の創った携
帯電話でその声は地球の裏側まで届く。まして、神様の創られた我々の脳から発せられる祈りが自分に近い周波数を持つはら
から、友人に届かぬわけがない。
　この福井ロータリークラブの会員であることに誇りを持って行きましょう。多くの素晴しい友人を持っていることを喜びま
しょう。この例会を道場として自分を高めて行きましょう。皆様のお幸せとご健闘をお祈りして会長挨拶と致します。

2021-22 年度  会 長
山内  鴻之祐

138

事務所　〒910-0006 福井県福井市中央1丁目３番１号加藤ビル５階  TEL：0776-25-0633　FAX：0776-24-8622
例会場　ザ・グランユアーズフクイ３Ｆ　TEL：0776-24-3200                       例会  毎週木曜日12：30 ～ 13：30
クラブ会報委員会　委員長：畑下  徳洋　副委員長：渡辺  一史　委員：白江  文夫・桑原  慎治・小野田  亮・山岸  恒一
ソングリーダー♪   ： 野尻  章博 ・ 木村  憲一・木瀬  雅博・谷﨑  由美子・英  貴子・田中  秀也・山野井  秀一
ホームページ    http://www.fukui-rotary.com/    E-mail info@fukui-rotary.com
創立　1950年（昭和25年）10月15日　RI承認　1950年（昭和25年）12月4日（承認   № 7647） 

ヒンドゥー教の世界　ダルマ・アルタ・カーマをロータリーの
皆様に伝えたくて。 ( 山内鴻之祐 )
皆様、米山奨学基金にさらなるご協力を。 ( 木瀬雅博 )
 各　君

ゴルフが雪の為、できなくて。 ( 山内鴻之祐 )
本日も財団への寄付、誠にありがとうございました。(加藤有司)
宮﨑茂和
 各　君

春の兆しの中に真白な神の広間を美しいと感じて。
 ( 山内鴻之祐 )
先週例会での林洋三会員からのニコニコ（ご発注いただいて
いる工事の件）、ありがとうございました。よい建物を造り上げ
喜んでいただけるよう頑張ります！ ( 上田祐広 )
芝さん本日はありがとうございました。ヤマリスさんには、大
変お世話になり心強い限りです。 ( 清川卓二 )
嶋田浩幸
 各　君

ロータリー財団増進特別寄付金

米山奨学特別寄付金

ニコニコ箱

３月は「水と衛生月間」です。 － 世界の「水と衛生」の現状を知り、持続可能な開発目標 (SDGs) に奉仕しよう 。  －

2022年3月3日　第3481回本日の例会
オンライン例会 (zoom)

　2022 年ロータリー国際大会について
RI より、今年度の国際大会（米国ヒューストン）が直接対面式で開催されることになったとの通知がございました。
なお、
①　新型コロナウイルス感染が完全に収束していない状況の中、6月の米国への渡航、国際大会への参加の是非を各自でご判
断いただくことになります。諸事情考慮され、ご判断されることをおすすめします。
②　今年度は、ヒューストン現地での「2650 地区親睦夕食会」は開催いたしません。
◆なお、例年開催しております地区行事の「国際大会説明会」は今年度は開催いたしません。
ヒューストン国際大会についてのお問い合わせ、参加される場合のご質問などがございましたら、
国際交流委員会（国際大会担当の地区委員会）地区委員長　岡村遍導（近江八幡 RC所属）直接お問い合わせをお願いいたし
ます。　

　世界中の会員から寄せられた質問や懸念に応えるため、国際ロータリー理事会は、2022 年ロータリー国際大会を 6月 4～
8日に、直接対面式で米国テキサス州ヒューストンにて開催することを確認したことをお知らせいたします。
　このほかに理事会が決定したこととして、参加者は全員（大会前会議の参加者を含む）、新型コロナワクチンを完全に接種
（米国疾病対策センター［CDC］が定義する通り）、または、国際大会への到着前 72 時間以内に受けた新型コロナウイルス検
査の陰性結果を提出しなければなりません。
　ヒューストンにて皆さまにお目にかかれますことを楽しみにしております。  



● 現在会員 138名
● 出席者 65名
● 欠席者 57名
● 出席免除者欠席 16名
● 今回例会出席率 53.3％

● メークアップ 36名
● 欠席者 32名
● 修正出席率 74.8％

  2 月 3 日 ●メークアップ      伊藤仁一郎(2/26 地区青少年奉仕委員会)、
初瀬川達郎・渡辺崇嗣(2/27 ローターアクト会長エレクト・
次年度幹事予定者研修セミナー ローターアクト第3回会長幹
事会) 各　君

 2022 年  2 月 24 日　　第 3480 回 　【オンライン例会】

福井県家庭養護推進ネットワーク　フォスタリング事業部　担当役員　芝　康弘様

【事業の紹介】
　福井県家庭養護推進ネットワークは、里親養育包括支援 ( フォスタリング ) 事業を実施しています。福井県の委託を受け福
井市光陽に昨年の 5月 7日にオープン致しました。県内の児童養護施設や乳児院 7つの社会福祉法人と 2つの NPOにより構
成されており、皆様から親しまれるよう愛称を「福さと」として活動しています。
【里親制度について】
　里親制度は児童福祉法に基づいた制度です。子どもは家庭で養育される権利があります。それが難しい場合は、里親家庭な
ど家庭と同じような環境での養育をするように規定されています。現在、様々な事情で家族と離れて暮らす子どもたちが全国
で約45,000人、福井県内には約230人います。子どもたちを自分の家庭に迎え入れ、子どもの成長をサポートするのが里親です。
国の施策として、里親制度を推進しており福井県でも令和 11 年までに現在の約 2倍の子どもたちが里親さんの下で生活でき
るように里親制度の推進を図っています。県内の里親委託率は、20％弱となっており、今後ますます里親委託率を上げていく
必要があります。
　なぜ里親が必要とされているかについてですが、小さい頃から施設で育った子どもたちは「家庭」の暮らしを知らずに育ち
ます。施設の職員さんも一生懸命子どもたちと関わっておられますが家庭での生活と同じようにはいきません。施設と違い家
庭では特定の大人との関わりを持つことが出来ます。特定の人との安心できるつな
がりを経験すると、子どもは自分の事が好きになり、ほかの人との信頼関係を築く
ことが出来るようになります。特別な関わりではなく、一緒にテレビを見たり、ご
飯を食べたりと何気ない家庭での関わりが、子どもが将来自分の家族を持つときの
大きなヒントになります。
　次に里親の種類についてですが、まずは、一定期間（数か月から数年）、家庭に迎
え家庭的な環境で成長をサポートする「養育里親」、養子縁組よって、法的な親子関
係を結ぶことを前提とした「養子縁組里親」などがあります。
　いま、足りないのは「養育里親」です。里親になるのには特別な資格はいりません。
里親登録するまでの流れとしては、まずは「福さと」に相談に来ていただき、2つ
の研修を受けた後、児童相談所に申請します。そのあと、家庭訪問でご自宅の状況

　日頃は青少年奉仕活動にご理解、ご支援を賜りありがとうございます。
　特にガウディープロジェクト ( 就業支援 ) にご登録いただいております、20 社の会員企業様には大変感謝
しております。

　現在、就業支援事業は福井 RCと本日卓話をしていただきます福井県家庭養護ネットワークふくい　芝様と協力して企画し
ている状況です。
　就業支援事業は、家庭で虐待などにあった子供たちが高校卒業までしか生活出来ない児童養護施設を退所した後、就職して
一番不安な時期にサポートをする支援事業ですが、本日卓話していただく「里親制度」は虐待を受けた子供たちが児童養護施
設に入所するのではなく、個人の家庭に迎え入れていただき、家庭的な環境で成長をサポートしていただく制度です。
　会員の皆様にぜひともこの制度について知っていただけたらと思います。

やご家族のご意向を確認させていただき審議会を経て認定・登録されます。
子どもを育てるのにはお金がかかりますが、子どもに関する生活費・教育費・
医療費・里親手当が月約 15 万円支給されますので里親さんの負担はありま
せん。
　現在、福井県内で登録されている里親家庭の数は約 120 件、そのうち 26
件のご家庭にお子さんをお願いしています。実子がいる方や共働きの方、
子育てを終えられた方などいろんな方が里親登録をされています。
　今回、皆様にお願いしたいことといたしましては、
　1．里親制度の推進へのご協力　
　２．ご興味がある方がおられれば里親登録　
　３．来月 3月 13 日㈰にオンライン制度説明会がありますのでこちらも是非
　　　ご参加ください。
　この度は貴重なお時間をいただきありがとうございました。
　　【連絡先】福井県家庭養護推進ネットワーク　フォスタリング事業部　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0776-50-3672

ゲスト卓話

幹事報告

　次週の例会についてご報告します。
①　来週から 3月に入ります。3月からの
例会についても当面の間、オンライン
（zoom）での例会を継続します。コロナ

の感染状況が落ち着いてくれば、3月途中でもリアル例会
の開催を検討する予定をしています。

②　3月 31 日に予定していました花見例会は 4月に延期
とします。3月 31 日はお昼の例会 ( 通常 ) に変更しますの
でお間違えの無いようお願いします。

幹  事　浅井　正勝

青少年奉仕委員会　寺本  光宏 委員長

 2 月 24 日 ( 木 ) オンライン例会模様

演　題『里親制度について』　　～「里親」いま、家庭の新しいカタチ～

　子育てする恐竜「マイアサウラ」をモチーフに
したフォスタリングマークです。
　施設出身の方がデザインしてくださいました。
ステンドグラス風の模様で様々な親子関係の在り
方を表現しています。
　「フクラ」「サトラ」という名前は一般公募で決
定しました。
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