東京八王子東ロータリークラブ
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創立 ―― 1980.12.23
会長 ―― 橋本 幸一
幹事 ―― 水長 秀彦

第1789・1790回
会長スピーチ

納涼夜間2回例会

ＲＩ会長
バリー・ラシン
会 長 テーマ インスピレーションになろう

クラブ会長標語 今何が出来るか 何をすべきか
考え、行動しよう！

日時：2018年 8月19日(日)
会場：エス・オー・エスこどもの村
司会：加藤 登 副幹事

橋本 幸一

エス・オー・エスこどもの村
とは今までクリスマスパーテ
ィ、バーベキューなどで交流
をしてきました。又ここ数年
１２月にクリスマスプレゼン
トを提供しました。しかし、
会員の中でこども村を見たこ
ともない人も多いので、敢え
て、ここでの盆踊りに参加す
る納涼会を設定しました。本日は皆んなで楽しい例
会としたいと思います。

ご 挨 拶
｢エス・オー・エスこどもの村｣理事長

★子どもたちを育成する理念
人間が生活する基盤は家庭です。子どもが養育される
場も家庭です。出来るだけ施設色を排した小舎制によ
る家庭舎及び地域社会の中でのグループホームで温か
い福祉の心と専門技術を兼備した職員のチームワーク
により、心豊かに育成され、自立に向けた日々の生活
が営まれるよう運営しています。
その理念は①心豊かな家庭生活、②地域社会との交流
で、子どもたちの生活指針は①規律ある日常生活の実
践、②学力の向上への挑戦、③自分を見つめ社会の恩
寵に答える、を目指しています。
★入所児童数（平成３０年４月１日現在）
幼児６人、小学生１５人、中学生１１人、高校生４人
の合計３６人です。
★子ども達の入所の背景
被虐待２５人、養育困難５人、家庭環境６人となって
います。

佐々木 武麿 様
―――

理事長からいただいたご挨拶から
抜粋いたします。

★社会福祉法人【エス・オー・エスこどもの村】について
児童福祉法による児童養護施設で、特徴は同一敷地内
での家庭舎・地域グループホームでの少人数養育を行っ
ていることです。設立は昭和４６年１０月（１９７１年）

近頃の傾向は離婚、父母の家出、傷病、虐待等の原因
による学力遅滞・養護学校境界・放任による精神的未
コントロールの児童が増加し、基本的生活習慣を体得
させる指導や精神的治療及びケアーが重要になってき
ています。幼児入所も増加し、短期治療による家庭復
帰が頻繁になり、１０年以上の長期入所児童が激減し
ています。今日的課題は、子ども達の発達障害に対応
する職員の技術習得が急務となっています。

で、現在の児童定員３６名、職員定員４１名（常勤３１
名、非常勤１０名他）で、裏高尾本村の他にグループ
ホーム３棟（駒木野光の家・高尾太陽の家・横川星の家）
を運営し、最近は他にＤＶ等の駆け込み支援も行ってい
ます。

理事長からの施設説明

★【エス・オー・エスこどもの村】の歩み
エス・オー・エスは、Save Our Souls の頭文字≪魂を救う≫
の意味で、初代理事長が、昭和３０年代後半、交通事故
が激増し、その遺児達を救済し暖かい家庭で育成しよう
と私財を投じて設立したのが始まりで、昭和４８年社会
福祉法人となり、以来児童養護施設として運営されてき
ています。

◎幹事報告

受付をする
千葉会員、加藤会員

真剣に聞き入る
松宮夫人

水長 秀彦 幹事
① 地区から「RLI パートⅠ」開催について
②「伊熊会員、事務局の歓迎会」の出欠について
③ 今後の例会予定について
次回例会は 8/28(火)
会場：ザ・ビー八王子
例会(12:30-13:30)

本日の式次第
【第1回】
◎開会点鐘
橋本幸一 会長
(17:30)
◎ロータリーソング「我らの生業」
◎お客様(ご家族)のご紹介 橋本幸一 会長

櫓の上からご挨拶
盆踊り会場

・松宮 千鶴子 様
・平塚 稀夕 様・弘叡 様
・千葉 砂織 様・有紗 様

◎会長スピーチ
橋本幸一 会長
◎幹事報告
水長秀彦 幹事
◎ご 挨 拶
｢ｴｽ･ｵｰ･ｴｽこどもの村｣理事長 佐々木 武麿 様
◎閉会点鐘
橋本幸一 会長
(18：30)
【第２回】
◎開会点鐘
橋本幸一 会長
(18:00)
開会点鍾後、盆踊り参加、閉会点鍾その他省略
アイス、スイカの提供(親睦委員会、社会奉仕委員会)
◎出席報告
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【メークアップ】
坂本芳彦 会員 東京八王子西 RC (8/3)
伊熊俊雄 会員 2018-19 年度
「新会員ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ」(8/3)
戸塚万豈 会員 東京八王子 RC (8/9)
戸塚万豈 会員 東京八王子 RC (8/16)
◎ニコニコ箱
12 名：計 44,000 円 累計 332,000 円
(年度予算 １,４００,０００円)

小嶺和昭 出席委員長

会員総数

出席者数

出席率

欠席者数

前々回出席率

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ

欠席者数

賜暇

２４名

１４名

58.33%

１０名

79.17%

２名

５名

１名

《 ニコニコ特集 》
橋 本 幸 一 君 ｴｽ･ｵｰ･ｴｽこどもの村での納涼例会、
佐々木理事長、本日はお世話になります。皆で盆
踊り楽しみましょう。
水長秀彦君 ご家族の皆さま、ようこそおいでくだ
さいました。今宵は大いに楽しみましょう。
伊熊俊雄君 ｴｽ･ｵｰ･ｴｽこどもの村、初めて来ました。
すてきな場所に来られた事に感謝します。
内田 智君 写団薬師の写真展には、大変お忙しい
所を沢山の方にご来場を頂き有り難うございまし
た。ｴｽ･ｵｰ･ｴｽこどもの村での納涼例会、すずしい
高尾の風を受けて楽しみたいと思います。
加藤 登君 ｴｽ･ｵｰ･ｴｽこどもの村での例会、盆踊り
楽しみです。
小泉俊男君 ｴｽ･ｵｰ･ｴｽこどもの村での見学研修の盛
会を祝します。
《 8 月の予定 》会員増強・新クラブ結成推進月間
7 日(火) ガバナー公式訪問・3 クラブ合同例会
会場：京王プラザホテル八王子
14 日(火) 2 回例会振替休会(お盆休会)
19 日(日) 納涼夜間 2 回例会・臨時理事会
会場：エス・オー・エスこどもの村
21 日(火) 納涼夜間に振替
28 日(火) 通常例会
会場：ザ・ビー八王子

小嶺和昭君 ｴｽ･ｵｰ･ｴｽこどもの村での納涼大会大い
に楽したいと思います。
佐藤武文君 本日はｴｽ･ｵｰ･ｴｽこどもの村での移動例
会ですので皆様で楽しいひとときを！！
佐野武久君 ｴｽ･ｵｰ･ｴｽこどもの村の夏祭り、気合を入
れて「ゆかた」で来ました。楽しんで帰ります。
千葉謙一君 本日のｴｽ･ｵｰ･ｴｽこどもの村のロータリ
ークラブ活動に、私の妻と娘が参加してくれてニコ
ニコです。家族にはいつも私のロータリークラブ活
動を理解してもらって感謝です。
平塚德則君 ｴｽ･ｵｰ･ｴｽこどもの村で、子供達と楽しく
過ごしましょう！
松宮兼房君 家内も連れてまいりました。よろしくお
願いいたします。

《 9 月の予定 》基本的教育と識字率向上月間
ロータリーの友月間
4 日(火) 通常例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
11 日(火) 通常例会
会場：ザ・ビー八王子
18 日(火) 理事会・夜間 2 回例会
会場：八王子ホテルニューグランド
25 日(火) 2 回例会振替休会
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