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★司会 伊藤恒満 副SAA
★点鐘 安本好勝 会長
★ロータリーソング
「それでこそロータリー」
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6.その他
①本日、地区米山委員長会議 15時～ ソシア21
三野委員長、地区増田委員、お願いします。
②8/28(日)米山奨学生・学友夏季レクレーション
陳さん、三野委員長、増田敏雄委員宜しくお願いします。
③第2回理事会 議事録配布します。

松中秀司 会員
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元川崎市立富士見中学校校長
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青山正彦 様
演題「子どもたちの貧困について」
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安本好勝

会長

ロータリー米山奨学生
陳成姫（ジンソンヒ）さん

幹事報告

小枝義夫

幹事

1.例会変更のお知らせ
2.8/20(土)水辺の楽校へのご参加有難うございます。
御幡会員、鈴木会員、増田敏雄会員、安本会員、
小枝会員（5名）
3.8/21(日)ロボット競技大会へのご参加有難うございます。
西尾会員、増田敏雄会員、増田洋一会員、河口会員、
鈴木会員、轟会員、森野会員、梶川会員、安本会員、
小枝会員（10名）
4.8/31(水)富津シティＲＣ家族会に参加してきます
松中会員、野口会員、増田敏雄会員、河口会員、
安本会員、小枝会員
5.本日、長期戦略委員会を開催します。

＊近隣ＲＣからのお知らせ
●川崎幸ＲＣ
9 /28（金）休会（定款細則により休会）

ビジター紹介
青木 松枝

山﨑美津夫 親睦活動委員

様（川崎中央ＲＣ）

＊週報を送ってくださったＲＣ
新川 崎ＲＣ

今後の予定
出席報告

中條藝立 出席委員長

会員数 出席率 出席者
該当者
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前々回
前々回
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アップ

35
35

32 26
32 23

前回修正
ホームクラブ
欠席者 出席率 メーク
アップ 出席率

6 81.25
9 71.83 3 81.25

武藤泰基・髙橋知里・内田秀彰

会長報告

(敬称略)

安本好勝

会長

1.地区大会 チャリティディナーパーティーご案内
10/5（水）18：00 ～ 横浜ロイヤルパークホテル
出演：由紀さおり
2.地区大会 チャリティゴルフ大会ご案内
10/18（火）よみうりゴルフ倶楽部
※各クラブ４名以上でお願いします
3.9/15（木）米山カウンセラー研修会 15：00～17：00
4.9/20（火）会長・幹事セミナー 15：00～17：00
5.9/29(木)→28(水)移動 ３ＲＣ合同親睦夜間例会
18：00受付 18：30点鐘 川崎日航ホテル 11階「藤楓」

◎ 9月 1日(木) 「三野米山奨学事業委員長卓話」
三野公一 米山奨学事業委員長
◎ 9月 8日(木) 「地域包括ケアを通して
職業奉仕を考える」
内田秀彰 職業奉仕委員長
◎ 9月15日(木) 「クラブフォーラム（全体会議）」

委員会報告
■御幡幸男親睦活動委員長
8/25(木)第2回親睦定例会開催
8月お誕生会
内田秀彰会員
望月幹仁会員
三野公一会員
森野知良会員
宮本欣淳会員
轟 淳次会員
小枝義夫会員

8月 2日
8月 3日
8月 3日
8月16日
8月19日
8月21日
8月25日

８月のお誕生会

Happy
Birthday!

本日の卓話

演題『子供たちの貧困について』
ＮＰＯ法人子ども未来塾 理事長

青山 正彦 様

※卓話内容は別紙にて配布

私は平成28年3月に学校長の職を退職し、NPO法人を設立しました。元々、川崎市の職
員でしたが、10年前に法改正があり、学校長と教頭は教員免許がなくてもなれることにな
り、その制度の下、学校長の職につきました。川崎市の職員の中で行政職と教育職を兼
ねたのは私一人だけだと思います。
NPO法人の他に株式会社も設立しました。今就職先を失っている若者たちにうちの会社
も選択肢に入れて欲しいと思ったからです。なぜ私がこのNPO法人を設立したかを簡単
にご説明します。それは今まで続けてきた地域活動において、自分で結果を出したいと
思ったからです。今、子どもたちはストレスをため込んでいます。そして一部の子どもたち
は貧困にあえいでいます。不登校の児童生徒は今、全国で12万人以上います。川崎市
だけで1000人です。これは川崎市の中学校53校中の2校分の生徒が不登校になってい
る計算となります。15歳～39歳のひきこもりは70万人です。20年間の引きこもりなんてざら
です。15歳～34歳のフリーターは180万人です。校内暴力も小中高で5万4千件を超えて
おり、その6割が生徒間暴力です。いじめで表面に出ているものだけでも小中高で年間19万件近く、特に小学校で
急増し12万件を超えています。年間に300人を超える小中高生が自殺しています。大学生や専修学校生も合わせる
と年間900名近くが自殺しています。今や子どもの死因の第一位を占めています。子どもたちを取り囲む環境は二極
分化です。ネグレクトか過干渉。特に過干渉の親が増加し、「正しい親」を頑張ろうと子どもを追い詰めています。
さらに大きな問題となっているのが子どもの貧困率の高さ。OECD加盟国34ヶ国中33位の16.3%（2012年）です。日本
の高校進学率はほぼ99%なのに生活保護世帯のそれは90%強。10人に一人は高校に進学できません。また貧困の定
義は世帯収入122万円以下（2012年）。人口全体の16%強がこの基準での生活を余儀なくされています。18歳未満で
貧困家庭で育つ人も16%強で過去最悪。大学進学率を見ても生活保護世帯31.7%、ひとり親家庭41.6%、児童養護施
設出身22.6%と、全世帯平均の73%を大きく下回ります。子どもたちは親の蓑に隠れています。子供たちは時として
SOSを発信しません。辛いことほど飲み込んでしまいます。思い出したくもないからです。大人に心配かけまいとしま
す。自分のプライドが助けを求めることの邪魔をします。だからなかなか相談機関を利用しません。
子どもたちからSOSを発信しないなら、大人が子供の居場所を作ってあげることが大切です。だから私は、お腹を空
かせた子どもや、不登校やひきこもりの子どものために「子ども食堂」を作りました。年齢、国籍、障がいの有無、非行
の有無にかかわらず誰もが無料で通える学校外の場です。まだまだ始めたばかりです。わずか月1,2回の開催です。
でも同じ服を何日も着ている貧困世帯の子どもがいて、明らかにおなかをすかせていて、「昨日何食べたの？」と聞
けば、「夜中にカラオケボックスでポテトチップス」と応える子供がいる以上、子どもたちを見守るための居場所は不可
欠です。夜11時以降子どもをカラオケボックスに連れていくのは神奈川県の条例違反と言って母親批判しても改善
策にはつながりません。教育は誰でも専門家になれます。その人その人なりの百者百様のやり方や考え方があるか
ら、誰でも教育について語れます。でも意見がまとまることはありません。誰もが「私の時代は…」、「昔は…」と語りま
す。でも本当に大切なのは現状にどう対処するかです。エジソンは電球のフィラメントに何を使うかで2000のテストを
繰り返しました。そして 1500回目で京都の竹を見つけました。このように多くの失敗が成功につながるのです。
1500回のテストは、その実験が上手くいかないということを知ることができた成功の1500回なのです。最近の子どもは
転ぶと鼻と上あごを怪我します。それは歩くという経験を積んでいないからです。我々大人は、子どもたちに安心して
失敗できる環境を提供することが使命です。これを理解して子どもをみてあげてください。

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ

宮本欣淳

副会長

★本日はお世話になります。先日の華心会書展では、福嶋様、島田様
秦様、鈴木様色々と有難うございました。 （青木松枝様 川崎中央ＲＣ）
◆野口会員
本日も宜しくお願い致します。
◆秦会員
青木先生の卓話宜しくお願いします。
◆鈴木会員
青木様、本日のお話楽しみにしております。
大師河原、ロボット競技会出席の皆様、お疲れ様でした。
連日、ロータリーづけですね。
◆中條会員
本日、子どもたちの貧困について青山先生の卓話楽しみ
にしております。
◆伊藤秀司会員
青山正彦様、本日の卓話宜しくお願いします。
◆松中会員
暑いですね。体に気を付けましょう。
青山先生、卓話のほどよろしくお願いします。
◆山﨑会員
ようやくオリンピックも終わり寝不足解消です。
青山様、本日の卓話楽しみにしています。
◆麦島会員
御幡さん、増田さん昨日研修有難うございました。
頑張ります。
◆林会員
御幡さん、増田さん昨日はご馳走様でした。
とてもためになる研修でした。
◆御幡会員
麦島さん、林さん、昨日の研修会御苦労様でした。
◆福嶋会員
アロハー♪ 今月はライブ演奏にて忙しくしておりました。
少々疲れ気味です。

本日のニコニコ
累計金額

37,500 円
205,500 円

◆森野会員
昨晩のＢＢＱ、さざえ、黒アワビ、伊勢海老食べ放題で最
高。が、今朝1.4ｋｇ太って最悪！
◆小山会員
本日は、夕方業界の納涼祭をライブハウスで行います。
久し振りにドラムスを叩きます。
◆増田洋一会員
サーバーに安全にデーターを保管する技術で特許を取り
ました。
◆安本会員
青山正彦先生、本日は卓話宜しくお願い致します。
ポリオプラスの寄付５０ＵＳドル（5,100円）含めましたので
会員の皆様も宜しくお願いします。
◆小枝会員①
本日私の誕生日です。誰も気づいてくれません。
ポリオプラスに５０ＵＳドル5100円ニコニコを通して寄付しま
す。会員の皆さんも宜しくお願いいたします。
◆小枝会員②
先日のロボット競技大会で交通費として2000円いただきま
した。奉仕活動に生かしてもらいたいと思います。
◆宮本会員
８月１９日で60歳になりました。今年は庚申（かのえさる）で
す。ちょっと複雑な心境です。

クラブ会報担当：伊藤秀司委員長

