
〈卓話講師紹介〉
山口 和範 様　東松山ロータリークラブ 幹事

〈会長あいさつ〉
　皆様こんにちは、今年度も残すところ１
か月となりました。皆様のご協力を頂きま
して無事に着地し、次年度に繋げたいと考
えておりますのでよろしくお願い致します。
　現在、次年度に向けた対応を石井会長エレクトが進めて
おりますが、先日国際ロータリーのデータサービス部から
次期ロータリークラブの会長と役員宛への通知が昨日届き
ました。これは毎年のことですが、人頭分担金は７月１日
現在の人数で RI へ納入しなければなりません。それに伴っ
て次年度のクラブの会員と役員の情報を確認し登録してく
ださいという内容であります。ここで改めて本日現在の状
況を皆様へ報告させて頂きます。会員数は 98 名で平均年
齢は62.8歳であります。入会3年以下の会員数は33名、
占有率は36％で構成されている状況です。また今年度の入
会者数は１０名、退会者数が６名となり、純増で４名の状
況であります。2022-23 年度の RI の分担金は１人あたり
半期で 35 ドル 50 セントでございます。ちなみに今年度
は 35 ドルで 5 月のロータリーレートは 130 円ですから、
半期で1人あたり4,615円、年間で9,230円でした。但し、
これにはロータリーの友の購読料は含まれておりません。
さらに次々年度 2023-24 年度の人頭分担金は 36 ドル
50 セントとなり、1 ドル負担が増加するということで確定
しております。この分担金の使途について議論があるかも
しれませんが、RI の組織の維持やその他補助金等の負担金
などに使われるようで、詳細はマイロータリーに掲載され
ておりますので確認して頂ければと思います。
　次にローターアクトについてですが、7 月１日から既存
のクラブと同等の扱いになるということで、人頭分担金を
2023 年１月に支払うよう通知が来ています。当クラブで
は東京国際大学で大学基盤でのローターアクトクラブを組
織しており、会員数は 1２名です。今年度ローターアクトの
齊藤委員長と次年度の松山委員長で、次年度の活動など
Zoom 会議を行なって進めているところであります。また
会長の権限でローターアクトの役員５名にアクセス権限を
与え、RI からの通知などが確認できるよう登録しましたの
でご承知おきください。尚、マイロータリーには様々な情
報が掲載されていますので活用してください。
　次回6月7日の例会終了後にクラブ協議会を開催します。
追って通知しますのでよろしくお願い致します。

• 配布物：会報 vol.36 ／第１２回埼玉育
児院チャリティーコンサートのご案内

• 第５回ロータリー財団委員会の勉強会の
ご案内　６月１８日（土）13：20～オン
ライン　要申込6月10日締め切り　
テーマ：ロータリー財団奨学生について　
講演会　田邉 信様（2011-12 年度地区国際親善奨学生／
世界銀行）

会場：川越プリンスホテル5階
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点鐘 (12:30) ／ロータリーソング（手に手つないで・R-O-T-A-R-Y）／ビジター・お客様紹
介／卓話講師紹介／会長の時間／幹事報告／委員長報告／ニコニコボックス／出席報告／卓
話／点鐘（13:30）　　<司会：栗原 雄一SAA>
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■ 講師紹介：𠮷澤幹事
　本日は東松山 RC の山口会員をお招きしまして、次年度
新設する「こども家庭委員会」につきましてお話ししてい
ただきます。今後は地区としても子供の貧困問題を軸とし
て本格的に取組んでいくということであります。川越市内
でも貧困な家庭の状況下で学校生活や社会生活を強いられ
ている子供がいるということで今回お願いをした次第であ
ります。
　現在川越市内には公営住宅が 65 棟、1,100 世帯の方が
居住しております。その内２００世帯の方が片親で、児童
手当を受給している状況だそうです。この世帯では実態と
して文房具や辞書などが買えないなど、厳しい生活をして
いる子供が我々の身近にいるということです。川越 RC は
日本で最初にローターアクトを設置したクラブであり、こ
れまで青少年問題には積極的に取り組んでまいりました。
今回は子供の貧困問題について山口会員のお話をうかがい
まして、今後の活動の参考にしていきたいと思います。

■ 山口 和範　東松山ロータリークラブ 幹事

演題：次年度地区こども家庭委員会について

　本日は「こども家庭委員会」の趣旨につ
いてご説明させて頂きます。委員会は奉仕
プロジェクト統括委員会に所属することに
なりました。当委員会のミッションは、地
元の恵まれない子どもに手を差し伸べる（ハートのある奉
仕を広げる）ということであります。恵まれない子どもと
いうと一昔前ではアフリカの子どもを思い浮かべますが、
我が国の子どもは７人に１人が貧困状態にあります。理由
としては、全労働者の約４割が非正規雇用者であることと、
ひとり親家庭の増加で３組に１組が離婚する時代となって
おり母子家庭が多くなっていることであります。子供の貧
困率を見ましても、ひとり親世帯の半分が貧困状態となっ
ております。世帯収入と学歴・
学力との関係では、世帯年収
が多いほどテストの正解率や
４年制大学への進学率が高く
なっており、世帯収入と低学
歴・低学力には強い相関関係
があるということです。また、高校の進学率はどの世帯も
90％後半で変わりはありませんが、大学進学率は生活保護
世帯では 35％で全世帯の進学率の半分以下、児童養護施
設は 27％と更に低い状況に
あります。また、生活保護世
帯で育った子どもが大人に
なって再び保護を受ける割合
が 25％で貧困の連鎖と低学
歴には強い相関関係がある結
果となりました。
　司馬 廉太郎の「惻隠の情」ではないですが、地元の恵ま
れない子どもを支援する団体があります。「子ども食堂」（食
事をとることのできない子どもたちに対して地域住民のボ
ランティアが無料もしくは少額で食事を提供する場）、「フー
ドパントリー・フードバンク・フードドライブ」（生活困窮

●次年度地区「こども家庭委員会」の山口
委員長、川越ロータリークラブにようこそ。
卓話宜しくお願い致します。＜会長／幹事＞
●山口さん川越 RC にようこそ！！卓話楽
しみにしています。＜八木／鈴木（壮）／坂
口／石井／栗原／相原／島村／片山／西澤
＞　●昨日の観光協会総会にて、新会長と
して承認を得ることができました。まだまだ力不足の私で
すが今後共どうぞよろしくお願い申し上げます。＜松山＞　
●松山さん観光協会会長ご就任おめでとうございます。川
越の発展の為に益々のご活躍お祈り致します。＜水村／髙橋
（徹）／山田（哲）／藤井／齊藤（智）／鈴木（健）／小川
／小杉／坂口／石井／栗原／小林／柏倉／西澤／島村／青
柳／若林／西川＞　●粂原さん観光協会会長、永い間お疲
れ様でした。＜藤井／水村／小川／塩野／坂口／松山／石井
／栗原／山田（哲）＞　●本日 SAA を務めさせて頂きます。
宜しくお願い致します。＜栗原＞　●なかよし会ゴルフで
は、３位に入りました。ニコニコに入れることが入賞の条
件です。馬場 常正さん、水村さん当日はお世話になりまし
た。＜片山＞　●同伴者の方々に恵まれまして、お陰様で奇
跡の優勝が舞い転がりました。２度は無いので良い思い出
になりました。ありがとうございました。＜小川＞　●なか
よし会ゴルフは楽しいですね。BB 賞と賞金をいただきまし
た。ありがとうございました。＜水村＞（敬称略）
【合計51,000円】

者やひとり親家庭など、何らかの理由で十分な食事をとれな
い人々に食品を無料で提供する支援活動）、「アスポート」（生
活困窮家庭の子への学習支援）であります。これらを活用し
ている子どもはひとり親家庭が多い状況です。ただ世の中に
は、親が一人もいないとか親に虐待されているという子ども
は「児童容疑施設」で保護されています。課題としては、情
操教育が足りない、行事がマンネリ化、モデル（手本）がい
ないなどありまして、RC の
介在余地はあると思います。
地元にもこのような恵まれな
い子どもがいますので、こう
いった団体を支援して頂けれ
ばと思い、広めているところ
であります。
　その中で「子ども食堂」は、 2016 年には 319 か所でし
たが、2020 年は 4,960 か所、2021 年には 6,014 か
所に増加しました。メリットは手作りで温かい食事が安価で
食べられる、共食できる、しつけの場となるなどあり、デメ
リットは開催する場所や働くスタッフおよび運営費の確保が
課題となっています。「フードパントリー」は利用者に配布
場所へ食品を取りに来てもらうという仕組みですが、子ども
食堂が場所の関係で利用できなかったり、知人と会ったら恥
ずかしいという家庭の人が利用しやすいというメリットがあ
ります。「アスポート」は、川越市内ではありませんが埼玉
県全域で展開しております。NHK や埼玉新聞でも取り上げ
られ、大野知事が東松山教室へ視察に来られたことがありま
した。
　ロータリーの友での子供の貧困問題に関わる奉仕記事数
は、2017-18年度が10件に対し、2020-21年度は23件、
今年度は 4 月号までで 20 件で、このままいけば前年度を
上回るペースで推移しております。ここで今年度における全
国のRCでの取組み状況をいくつか紹介します。東京八王子
東RCは貧困家庭のこどもたちのために、学習支援を行う無
料塾でパソコン操作セミナーを開催。大阪の貝塚コスモス
RC は子ども食堂と史跡の清掃。東京青梅 RC はフードバン
クへお米を寄付。高崎シンホニーRCは児童養護施設に学習
机を寄贈するなど様々な取組みを実施しております。2570
地区内の RC での取組み状況では、東松山 RC はアスポー
トに協力と、クリスマスプレゼント 40 人分 5 万円、志木
RCは子ども食堂に一升炊き炊飯器を贈呈、深谷・岡部・川本・
深谷東・深谷ノース RC では
書き損じハガキを換金し、子
ども食堂に 1,000 食分 50
万円相当の食事を提供。本庄・
児玉 RC は子どもたちを動物
園に招待したなどの取組みが
ありました。
　また、2022 年４月１日の埼玉新聞には、埼玉県と経済
６団体による子供たちへの支援に関する協定を締結するな
ど、行政・企業・民間団体が連携し、社会全体で子供を育て
ていく、経済界でもそんな動きが出てきております。SDGs
の基本理念でも、貧困をなくそうや飢餓をゼロになど５つの
項目が該当しています。そし
て、RI のテーマ「奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするた
めに」にも沿った取組みにも
なっておりますので、社会経
験や人生経験が豊富な皆様方
には是非積極的に取組んでいただきたいと思います。　

やまぐち よしのり

やまぐち よしのり

　次週の卓話は、米原会員が担当します。講師はレッスン
プロ、題目は「ゴルフレッスンから見た健康寿命」です。
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