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合同例会のお知らせ
金沢北ロータリークラブ 会 長 米澤 眞二
金沢百万石ロータリークラブ 会 長 江守 巧
家族例会と致しますので多数ご出席下さいますようご案内申し上げます。
日 時 ４月 ５日（木） １９：００～

076 252 2271場 所 松魚亭 東山１－３８－３０ ＴＥＬ ( )
出し物 大ビンゴゲーム大会
会 費 会 員／ 円（食事と景品代） 御家族／ 円（ 〃 ）7,000 10,000
申込み〆切 ３月２９日（木） 事務局まで出欠の返信をお願いします。

石丸幹夫２６１０地区雑誌委員会に出席して
（土） から高岡商工ビル にて第２回雑誌委員長会義がありました。3/24 14:00 8F

司会は地区副幹事 伊藤育寛氏で から金森米男地区雑誌委員長、荒井公夫ガバナーの挨14:00
拶に続いて「ロータリーの友 ホームページの活用」と題してロータリーの友編集長の二神典
子氏の講演がありました。 地区役員の人達はさすが全員出席でしたが、各クラブの委員長
の欠席が多く、石川第一分区では の内 が欠席、第２分区では７ 中 が欠席で6RC 5RC RC 4RC
地区全体では出席率 で であった。29/65 45%

二神典子氏はロータリーの友への投稿上の注意として、写真はポイントを絞る。原稿につい
ては読者は貴方の事をしっていないと言うことを認識してほしい。活動日から１ヶ月以内に投稿する。ホームペー
ジにのせるときは個人情報保護や写真のコピーにはプロ作家の写真の版権もあり十分注意すること。などこまかく
説明や注意事項を述べられた。

4/1 石川県立音楽堂邦楽ホール「にほんの歌」 クラブ後援のチャリティコンサート

午後 時から恒例の北山真美夫人の司会で北山吉明副会長のテノール2
に加えて幅田満里子さん（金沢市在住北陸ヴォーカル・瑞穂の会会員）の
ソプラノの独唱や合唱がおこなわれました。ピアノ伴奏はお馴染みの中田
佳珠さん。会場は
殆ど満員の聴衆で
した。

曲目は 日本歌
曲、童謡、唱歌や
懐かしい愛唱歌で
した。

金沢百万石
Kanazawa Hyakumangoku
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．

例会 予定
～新世代委員会活動～川又直様（北陸青少年3/22

自立援助センター理事長 「ニートのサポート」）
金沢北ＲＣと合同例会～観桜会～4/5
田井淳様（洋画家 「僕は絵描き」4/12 ）
北山吉明会員（北山クリニック院長）4/19
川上重彦様（金沢医科大形成外科教授 「形成4/26 ）

外科の最新医療」
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点鐘
ロータリーソング
『 』手に手つないで
四つのテスト

次第に暖かくなってきました。今会長
度こそ本当に春が来て欲しいと思ってい
ます。
８年前の北陸電力志賀原発の臨界事故隠

しとかたくさんの原子力事故の発表、トラブル多発のボンパルディア社製の飛行機など。春と
は言うものの暗い話題の多いこの頃です。
来週木曜日に菜香楼で行うとアナウンスしていた歓迎会ですが、招龍亭で午後７時から行うこととなりました。皆
さんご参加下さい。
また、今日から統一地方選が始まりました。注目はたくさんの候補者が出た東京都知事選でしょうか？近いうちに
石川県議会の選挙も公示があるようです。故郷の将来を決める大切な一票です。棄権をされないで、投票に行って
ください。
話は大きく変りますが、皆さん ということを聞いたことはありますか？ （深い悲しみ）の治療といGrief care Grief
う意味でしょうか？亡くなった親族を悲しんでいる家族に対する という心理学から出てきた考え方のようでcare
す。今週土曜日にグリーフケア研究会と言う所で話をしてくる予定ですが、民族、宗教、なく
なった方との関係、本人の性格、仕事のあるなしなどで悲しみの質は大きく変るもののようで
す。

（卓話者） 川又 直(かわまた なおし）様（北陸青少年自立支援セン特別ゲストの紹介
タ－理事長） 金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二様ビジターの紹介

炭谷亮一会員 炭谷会員挨拶：中国の方を世話して、米山奨学生カウンセラー感謝状贈呈
中国の勉強をしたり、自分自身にとっても良い勉強となりました。

《 食 事 》
北山会員： 月 日にチャリティーコンサートを開きます。樺田さんという友達も幹事報告 委員会報告 4 1

。 、 。 。出演します 歌もうまく 身振り手振りで私のお株を奪う楽しい演奏会となると思います 奮ってご参加下さい

ニコニコＢＯＸ
16,000 541 840 5,422 335-￥ 本年度合計 ￥ ， 残高 ￥ ，

先週 痛風が再発しかかりつけのお医者様から夏までに キロ減を宣告さ香林坊ＲＣ 小幡謙二様 10
れました。夜の仕事をして 年、 キロ太りました。目下、空腹感との戦いです。でも、病から学ぶこ20 20
とは多いです。感謝。 川又さん、本日はよろしくお願いします。 兼六城江守会長・幹事 岩倉会員

下町がｏｐｅｎしました。兼六園の紺屋坂途中に旧 のホテルの改装のお手伝いをしました。前田会NTT
大平員の作品もあります。兼六園へお寄りの節は是非お立ち寄り下さい。川又先生本日はよろしく。

川又様のお話楽しみです。 何かとあわただしい３月ですね。我が家では長女が大学会員 北山会員

院を卒業し医療センターに就職が決まりました。これで「すね」をかじるものが１人減ったのでホッと

しています。川又様卓話よろしくお願いします。 川又様 今日は宜しく。皆さん 春はそ金 会員

こまで・・百万石ＲＣを盛り上げましょう。 皆様こんばんは。ご無沙汰しております。来魏会員

齋木会員 西村週木曜日招龍亭で皆様のご来店をお待ちしております。 川又様をお迎えして。卓話楽しみにしております。

川又直様、遠い所をお出で頂き有難うございます。卓話楽しみにしています。 川又様ようこそ。卓話会員 宮本薫子会員

楽しみにしています。

『 子孫に何を残すか・・・ 』講話の時間
法人 北陸青少年自立支援センタ－理事長 川又 直（ナオシ） 様NPO

千葉県市川市生まれ。静岡～新世代委員会活動として～ 紹介者：西村新世代副委員長
県の牧場で不登校の子ども達と関わったことをきっかけとして、 才から富山県で「はぐれ雲」33
を開設。引きこもり、 ニートの青少年の子ども達をサポートしている。現在家族と共に彼らと

同居生活を送っている。小説ドラマチックチルドレンのモデルとなった施設としても有名です。

卓話：旧大沢野町にある田圃の中の一軒家。これが私の開設する「はぐれ雲です。
私の家族それにスタッフ 人と寮生 名が共に暮らしています。寮生は引きこもり、5 22
ニート、不登校の子どもや青年達です。ニートとフリータは全く異なります。フリー
ターは から まで。明確な目的を持って、フリーターを職業としている若者も沢山A Z
います。ニートはフリーターにもなれない人達。引きこもりから連続していること多
いのです。長い人は ～ 年にわたって続いている方もいます。 ～ 才の方が半10 15 15 18
数。高校生から引きこもるタイプが最多ですが、最近は大学生や大学院生でも出てき
た。学歴も高学歴に移行しつつあり、石川で言うと泉、附属の生徒もいる。施設へ来

5F416 回ホテル日航

2007.3.22
出席率 ％19/36 52.78

2 88.19%月の修正出席率は
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る最大の理由は一度の挫折で「生きる意味を見失う。生きる気力を失う」自立塾は三ヶ月が区切り。厚労省と財務
省の政治的な折衝で決まった。ただ現実問題として、この期間に自立できることは稀。自立の率が を超えると70%

。 。 。新たな予算が付くシステムとなっている 自立には平均５ヶ月程度かかる 最も薦めているのはアルバイトである
仕事を継続させるためには精神的安定、体力がいる。昼夜逆転の生活の解消のため 「朝ちゃんと起きる 「挨拶が、 」
できる」ということから教えている。企業から見ると大切なのは仕事の能力以上に、毎日きちんと出勤することが
最も大切。そうでないと仕事の計算ができないからである 「最低限の読み書き 「我慢強さ」も求められる。ただ。 」
彼らは概してまじめである。そのため、ストレスの発散の仕方が極めて下手。 に起床。 の散歩。その6:30 400mm
後 スタッフと担当寮生が食事を作る。朝食後半分はアルバイトへ出かける。残っている者は勉強時間と農作業。
雨の日は体育館でビーチボールをする。 生活の中で大切なことは規則正しいリズムを作ること。単調なリズムを
繰り返す。皿の枚数を数えられない者。米をとげない者 「ガス台にお湯をかけて」と言うと、ガスコンロの直接。
お湯をかける者がいる。洗濯も掃除もできない子もいる。
父母会研修会を二ヶ月に 会開催している。 年代には「引きこもりは待てば何とかなる」という専門家が多か1 1990
った。あるいは「まず親が変われ」と言われた。しかし、その両方とも有効ではなかった。親子が離れるとまず子
どもが数週間で少し元気になってくる。数ヶ月後に会うと、ほんの少しお互いに精神的ゆとりが生まれてくる。も
う一つ大切なのは地域との関わりである。最初は田舎であるためになかなか受け入れてもらえなかった。消防団、
公民館、町会、地域の仕事は進んで引き受けた。そうして人の輪を広げてきた。海外と関わりもある。メキシコや
フィリピンなどへ時々子どもを連れて行くが、行った子は違う世界を肌で感じ、立ち直る率が確実に高くなる。
ニートをフリータにすることが僕たちの仕事だと思っている。最終的には教育と環境整備こそが大切。しかし、教
育の効果が出るのは 年後。現在のニート対策は対症療法に過ぎない。おそらく子どもは小さい内に親元を離れ30
る機会を作ることが最も重要だと思う。そのことによって、親は子育てを少し客観的に見ることができるようにな
る。又子どもは共同生活の中で相手のことを少しは考えることができるようになる。ゲーム機の功罪が議論されて
いるが、ゲーム会社はこういう機会を提供するための資金供与すべきだと思う。子ども達から得た利益を社会還元
することが必要。
教育には学校教育以外に家庭教育、社会教育など様々場面での教育がある。おそらく今求められているものはお金
をかけて、飢えと寒さを教えることなのだと思う。

その後多数の質問あり）質問で 分経過した。 ①はぐれ雲の経営状況（国からの援助）について ②立ち20
直るための条件は ③入所のきっかけ ④地域とのコミュニケーションの実際について ⑤塾での経費

点鐘⑥アルバイトの内容 ⑦引きこもりに干渉する時期 などなど

木村 幸生 親睦委員長新入会員歓迎会 3/29 19:00 招龍亭 司会
《新入会員》宮本薫子会員 井口千夏会員 申東奎会員

の斎木妙子副会長
閉会の挨拶

久しぶりで 登場後出博敏会員
これでクラブにも元気がでました。

宮本薫子会員
H17.7入会

名の社員がいま30
す。ロータリーを通
して社会に貢献した
い。
（皆出席のの模範ロ
ータリアンで毎回ニ
コボックスをつづけ
ています ）。

井口千夏会員
H18.12.7入会

司会の仕事や話し方
の講師をし、今では
プライダルや人材派
遣業もしています。
主人は警察機動隊の
柔道剣道の先生で
す。 では日本舞RC
踊を習っています。

申東奎会員
19.1.11入会Ｈ

福井県大野市か
ら、金沢大学医学部
をでて第一外科出身
です。西村先生にい
いところあるから来
ないかといわれロー
タリークラブにはい
りました。

乾 杯 の 金 沂 秀
エレクト

司会の木村幸生ク
ラ ブ 奉 仕 委 員 長

江守巧会長

岩倉舟伊智会員地震について
阪神大地震でも鉄筋コンクリート

はなかなか壊れないし、古いもくぞ
。うは診断して欲しい


