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 9：00 ～ 17：00  （土・日曜・祝祭日 休局） 

■■■ 例会プログラム ■■■    

例 会 日 卓 話 者 演 題 

3 月 30 日 
小村臨床心理士事務所 

所長 小村俊美 様 

夜間例会児童虐待防止の基礎

～なぜ児童虐待は減らないか～

4 月 6 日 愛宕山   6：30 ～ 早朝例会 

4 月 13 日 休  会  

4 月 20 日 地区研修・協議会出席者 地区研修・協議会報告① 

■■■ 出席報告 ■■■  

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 前々回補正出席率

43 33 10 (2)  80.49 % 87.18 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

石原俊・飯塚大・飯塚俊・板垣・杉原・大谷良・園山・山口  

（山根／牧野）  

■■■ 来訪者 ■■■   

 な し 

■■■ メークアップ ■■■  
3/21 高砂（松江しんじ湖） 

************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（4 月 27 日） 山口 弥／來間 久／槇野良文 

（5 月 11 日） 久家正義／三好洋平／小村益造 

■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■   

月 出雲中央 4/10  5/1(－)  6/26 松江南  4/3 

火 出雲 4/4 5/2(－)  6/27 松江しんじ湖  4/18 

水 大社 4/5 松江  

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東 3/30(－)  4/13 

金 出雲南  3/31(－)  4/21  

■■■ 会長挨拶 ■■■   

平田クラブの会員である、持田祐輔会員宅の自宅兼店舗・酒蔵・検査場の

建物が、国の指定文化財に答申されました。平田クラブにとってももの地域

にとっても誠におめでたいことだと思います。私も常々お世話になっていて、答

申されたどの建物も手に取るようにわかりますが、宮の町、片原、新町の木

綿街道の中央に位置して、景観を形作る代表的な建築で、将来はこの一

帯の建物がさらに登録の余地があるのではないかと思います。「歴史にもし

も」よく言われる言葉ですが、もしも本町通りの土蔵造りの建物が残っていた

ら、街並みをひっくるめて文化財登録されたかもしれません。もしも、歴史が

10 年か 15 年ずれていたら、この町の新たな生きる道が生まれていたかもし

れません。防火・耐震・住みやすさ、賛否両論あるでしょうが、町の一角に住

む自宅も築１００年の住宅で、この度の酒持田本店様の文化財登録で改

めて考えさせられました。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１． 庄司尚史ガバナーより 2017-2018 年度地区ガバナーノミニー

（2019-2020 年度ガバナー）として 

古瀬倶之氏（出雲中央ＲＣ）を正式決定宣言がありまた。（3/16 分） 

２．会費の引落  4/6 54,000 円 （4・5・6 月分） 

 

 

 

３．次期地区会員増強・ロータリー財団合同セミナーのご案内 

日  時  5/21（日）  受  付           12：30 ～  

                本会議・部門別セミナー  13：00～15：10 

場  所  倉敷アイビースクエア 

出席義務者   

会員増強セミナー ： 会長エレクト・次期会員増強委員長 

Ｒ財団セミナー   ： 次期幹事・次期Ｒ財団委員長 

４． 出雲RC より 次年度5RC 会長・幹事会開催について 

     4/6(木)  18：30 ～  ホテル 武志山荘 

      次年度佐々木会長、曽田幹事 出席致します。 

５．日野寿明様の入会に対し 3/22 までに意義の申し立てがございませんで

したので入会が決定致しました。 この後入会式を行います。 

■■■ 理事会決定事項 ■■■  

会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）の際に庄司ガバナーから提案のあった

「ＮＰＯ法人国際ロータリー日本青少年交換委員会を多地区合同奉仕活

動であることを承認する件」について、審議し、承認することにいたしました。 

■■■ 次年度報告 ■■■  

次年度委員会構成表の配布 

■■■ 入会式 ■■■  

日野 寿明 会員  S43．9．30 生   

㈱ 山陰合同銀行平田支店 支店長 

職業分類 ： 商業銀行 

推薦者 ： 田中浩史 ・ 堀江卓男  

所属委員会 ： 出席親睦委員会 

■■■ 委員会報告 ■■■  

クラブ広報委員会 ： ロータリーの友 3 月号の紹介 

情報委員会 ： 家庭集会のご案内 

会員増強・会員維持委員会 ： 5 月18 日（木） 

 親睦・趣味の会開催のご案内 

■■■ スマイル ■■■  

田中浩・小汀 （小村俊美様、本日はようこそお出でくださいました。お話楽

しみにしております。 合銀平田支店長日野様、ご入会おめでとうご

ざいます。今後ともよろしくお願い致します。）  

佐々木・曽田 （山陰合同銀行日野支店長さんの入会を喜んで。） 

大島卓 （日野支店長入会おめでとうございます。  

小村先生スピーチをありがとうございます。） 

高砂 （小村先輩久しぶりです。剣道部でしっかり頭を叩かれた記憶だけ残

っています。小村様の二刀流！かっこよかったです。スピーチ楽しみ

にしています。 日野支店長様の入会をお祝いします。） 

大谷厚・來間 （本日のゲストスピーカー、小村俊美様を歓迎して。スピーチ

楽しみにしております。） 

河原 （小村俊美様ようこそ平田クラブにおいで下さりありがとうございます。

ダシャさんお元気で頑張っておられ嬉しいです。） 

日野 （本日より入会させていただきます。どうぞ宜しくお願い致します。） 

 

 

 



■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

「児童虐待防止の基礎  

   ～なぜ児童虐待は減らないか～」 

 

小村臨床心理士事務所  小村 俊美 様 

 

ロータリークラブでのスピーチは２回目です。 

本日は、今日大きな社会問題であります児童

虐待についてお話しします。 

 

児童虐待とは 

児童虐待の定義は時代、文化によって異なるものであり、ある国では虐待

になっても、ある国ではそれは文化である。 

 常識的に考えて今の日本文化と照らし合わせて判断する。児童虐待防

止法では次の 4 種類としている。 

児童虐待防止法による児童虐待の定義 

1．身体的虐待 

殴る蹴る、やけど、落とす 

2．心理的虐待 

否定する言葉、DV を目撃、無視、差別  

3．性的虐待 

近親姦、性的嫌がらせ、ポルノを見せる 

4．ネグレクト 

栄養、衛生、教育、保健､危険環境ネグレクト 

 

児童相談所は出雲市にもあり、出雲市では現在100人以上の虐待の認定

を受けている児童がいる。 

 

出雲児相児童虐待新規認定 

       H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27  

出雲児相  26  67   43   40   36   31  42   67  33   62   36 

管内市町  50  64  110   70   58   33  87   90  44   36   27 

実 件 数  69  97  133   78   86   45  98  107  60   85   59 

 

 

児童虐待の背景 

・家庭的環境 

経済的困窮、離婚歴､DV、不和、地域孤立 

・親要因 

性格・神経症、精神疾患、若年出産、育児不安、育児観、披虐待経験 

・子要因 

障害児、発達障害児、乱暴､非行 

 

 

 

虐待する親の特徴 

・疲労感や将来の不安から拒否的育児になる 

・産後うつ 

・脅迫的な人格特性があり独特の育児観 

・傷害（知的、身体、精神）に起因する 

・虐待・DV を受けた経験者 

・若年出産 

 

虐待のターゲットになりやすい児童 

・傷害のある子ども 親の思いの部分、育てにくさの部分 

・望まない子ども 

・実子ではない子ども 

・若年出産で生まれた子ども 

・上の子ども 

・不安定（過敏）な子ども 

 

（一部省略） 

 

児童虐待を次世代へ継承しない！ 

・早めの対応 

・おかしい時には通告する 

・通告先   児童相談所 21-0007 

          市役所子ども政策課 21-6604 

      緊急性がある場合は警察 

 


