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 司 会  SAA 久保 賢司 君 

 点 鐘  会 長 金子 正男 君 

 ロータリーソング  手に手つないで 

 ゲスト 

NPO法人とちぎボランティアネットワーク 

常務理事事務局長 矢野 正広 様 

 会長挨拶  会 長 金子 正男 君 

皆様こんにちは。はじめに

お客様のご紹介をさせていた

だきます。NPO法人とちぎボ

ランティアネットワーク常務

理事事務局長矢野正広様で

す。後ほど卓話をお願いいた

します。また、大瀧和弘会員の真岡市議会副議長就任

誠におめでとうございます。真岡市のために頑張って

いただきたいと思っておりますのでよろしくお願い

いたします。 

先週の例会終了後に、周年事業の記念に建てられた

足跡を岡本 PP の先導で見て参りました。先輩ロータ

リアンの思いを確認して参りました。素晴らしいモニ

ュメントや石碑が建っており、この頃私も入会してい

たらいい仕事が出来たのかなと思いました。後世に残

すための管理をしっかりやらねばと思い、またそれを

しっかりと受け継いでいかねばと感じました。 

また昨夜は二つのグループの炉辺会合が開かれ、出

席した皆さん大変ご苦労様でした。昨夜は第 4グルー

プの会長幹事会議が石橋で開かれ、そちらに出席して

おりましたので、残念ながら会長・幹事とも炉辺会合

に出席出来ず申し訳ございませんでした。中島ガバナ

ー補佐からは、色々な面で真岡クラブにはお世話にな

ったと感謝されました。しもつけ RCからは第 4グル

ープに入った当時の経緯などを聞き、今は第 4グルー

プに入って大変良かったと心より申しておりました。

また次年度石田ガバナー補佐より、次年度の計画・日

程が発表され、さすが次年度第 4グループアシスタン

トガバナー石塚事務局長と思うと同時に、まだ終わっ

ていない自分の年度の妻（幹事職）を奪われた様な複

雑な気分になり、もう少しで終わりだなという寂しさ

がこみ上げてまいりました。 

さて、このあとに卓話をいただきますが、今年度私

も地区の研修に出席した際に、小山市保健福祉部の大

橋雅子さんという方と NPO 法人サバイバルネットラ

イフ理事長の仲村久代さんという方の卓話を聞いて、

国際 RCの活動は海外に目を向けがちですが、まだま

だ国内にも貧困と虐待が多くあることを聞かされて

参りました。このあと矢野様にはそのあたりの卓話を

聞けるのかなと期待して、会長挨拶とさせていただき

ます。 

 ベネファクター表彰 

久保 康夫 君  

野澤  巧 君 

 

 

 

 幹事報告      石塚  龍夫  君 

久保エレクト、野澤ノミニ

ー、ベネファクター表彰誠に

おめでとうございます。本年

度増強委員会ご協力のもと、

新入会員が現時点で 11 名入

会されておりますので、ここ

MU会場案内 
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で少し説明させていただきます。現況報告書の会員名

簿に記号が書いてあります。「B」は本日受賞のベネフ

ァクター。私がロータリーに入会したとき「B」は杉

山欣さん、宇南山照信さんのお二人でした。「Y」がロ

ータリー財団です。毎年 11 月位に 150 ドルの寄付の

お願いをしておりますが、これが 1,000ドルを越える

とポールハリスフェローとして表彰されます。入会 7

年経過しないと 1,000 ドルは越えませんので、8 年目

に表彰されます。「Y」は何かといいますと米山功労賞

です。毎年米山奨学金に 15,000 円寄付をお願いして

いますので、これも 7 年で 105,000 円を越えますか

ら、7回寄付された方は 8年目に表彰されます。「P1」、

「P2」はそれが 2回転した方です。そして 10,000 ド

ル、1,000,000 円を越えるとメジャードナーとなりま

す。その場合は表彰状だけではなく特別の金色のピン

バッチが授与されます。頼近会員はまだ入会 5年目で

すが「Y」となっています。これは通常寄付以外に個人

的に寄付をされたためです。 

・昨日の第 4グループ新旧会長・幹事会開催報告 

 ～中島ガバナー補佐からの感謝の言葉、しもつけ

RC 記念植樹について 

・5/23（水）婦人親睦旅行について 

 ～20 名参加予定、「婦人による婦人のための婦人の

旅行」で会長・幹事・親睦委員会一切ノータッチ 

・今年度最終例会～6/15（金）フォーシーズン静風 

・6/29（金）一年交換学生レナさん送別会について 

・現況報告書掲載の今年度・来年度委員長の原稿の早

期提出について 

 委員会報告 

親睦委員会          中川 宏行 君 

最終例会は 6/15（金）フォ

ーシーズン静風にて 18 時か

ら開催します。 

 

 

 

野球部            仲野 新吾 君 

本日 18 時 30 分より小林の

東運動場にてナイターで練習

を行います。5/20（日）に大会

があります。怪我防止の趣旨で

本日練習を行いますのでご参

加お願いいたします。5/20（日）

は集合時間 8時で集合場所は前回同様河内運動公園で

す。 

青少年奉仕委員会       坂本  光 君 

一年交換学生マニエレ・レ

ナ・サラさんの送別会を 6/29

（金）18時からフォーシーズ

ン静風にて開催します。6/7

（木）までに事務局か私に出

欠報告をお願いします。 

 外部卓話 

NPO法人とちぎボランティアネットワーク 

常務理事事務局長 矢野 正広 様 

～ 子供の貧困について ～ 

我々は子供の貧困をどうや

ってなくすかを皆でやってい

ます。宇都宮市で子供の貧困

がなくなるために必要な額は

5 億 4 千万円、必要なボラン

ティアが 31,200人。必要な額

を宇都宮市の人口 52 万人で割ると 1,042 円となり、

一人当たり 1,042円の寄付があればいいということに

なります。支援には子供への支援と家庭への支援があ

ります。 

支援メニューについて説明します。まず「子供食堂」

です。「子供食堂」は聞いたことがある方いらっしゃる

と思いますが、415か所、12,455人が必要です。 

次は「居場所/もうひとつの家」です。そこに来る子

供の家庭環境はどういうものかといいますと、母親は

食事を作りません。風呂も入れません。服の洗濯もし

ない。勉強も見ない。家の中はごみ屋敷です。そして

そのような家の母親に知的障害があると、生活保護費

を 2週間位で費消してしまう。食事が作れないのでお

金が入ると直ぐにファミレスに行き、残りはコンビニ

で買ってきて使い切ってしまう。トイレが詰まっても

業者に頼む術を知らないので放置してしまう。そうす

ると小学生になってもおむつが取れなくなってしま

う。そういった子は冬でも公園のトイレで用を足して

います。そういった家庭の子は給食が唯一の食事なの

で夏・冬の長期休暇には痩せてきます。家に行くと犬

猫がいて、ペットフードは買うが子供に食事は与えな

い。そういった家庭環境の子供が宇都宮市は 208人い

るという推計になっています。小山市は「居場所/もう

ひとつの家」が 2 か所あり定員は 30 人です。人口が

宇都宮市の 1/3～1/4なので最大で 50人位だろうと言

われていますのであと 2、3 か所あれば何とかなりま

す。しかし宇都宮は 1 か所しかなく定員は 17 人です

ので圧倒的に足りません。こういった家庭の親を責め

ても直らないので、学校が終わった後に子供を「居場

所/もうひとつの家」に連れてきます。風呂に入れ、宿

題を見て、洗濯をして家に帰します。いわゆる「スー

パー学童保育」というものですが、国にはこのメニュ

ーはありません。しかし、栃木県はこの施設を 8か所

持っています。運営費は年間 1,000 万円必要ですが、

県からの予算は約 800 万円で残りは寄付で賄われて

います。 

次は「フードバンク」です。当 NPO 法人はこれを

やっています。去年はのべ 450世帯位来ました。複数

回来る家庭もありますので実際は 250世帯位です。フ

ードバンクで必要な数は 623 トンとなっていますが、

母子家庭に月に 30 キロの米を供給すると 5,000～

8,000 円の現金が浮きます。そうすると子供の弁当の



おかずが 1品増えます。或いはそれで学用品が買える

という訳です。 

続いて「母子家庭就労支援」です。こういった家庭

の約 8割の母親はパートで働いています。なぜパート

かというと、子供に何かあったときに、自分が勤務先

から直ぐ退社しなくてはならないからです。正社員で

はそうはいきません。だから必然的にパート勤務にな

ります。日本の女性は就労可能者の 8割がパートを含

め働いていますが、フランスは 4割しか働いていませ

ん。フランスは国費を投じて母親が働かなくても子供

を育てられる環境を作っており、日本と比べると格段

に出生率が高いのはこういった政策のためです。日本

はむしろこの部分は逆行しており、今年母子手当はカ

ットされ、生活保護も減額されました。就労支援のた

めには病児保育、夜間保育というものをつくる運動を

しないといけません。子供が病気になっても預かって

もらえる保育施設。あるいは夜間就労者のための保育

施設です。保育所は夜間やっていませんので、現在夜

間就労者は「ベヒーホテル」というところに 1泊 2,000

円を払って子供を預け働いています。これははっきり

いって差別です。厚労省令のなかでは「保育にかける

子」は昼間働いている家の子供と定義されています。

つまり夜間働いている家の子は「保育にかける子」で

はないのです。 

それから「制服リサイクルバンク」です。これは鹿

沼東中学校だけでやっています。あるとき母子家庭の

母親が、今度子供が中学に入学するのでリサイクルさ

れた制服ないですかと、鹿沼市内のある自治会長のと

ころに来て、その時はないですと答えましたが、後で

考えると困窮家庭は制服が買えないので制服リサイ

クルの必要性を痛感しこの施策が始まりました。足利

市は全校統一の学生服のため制服リサイクルが出来

ますが、鹿沼市は学校ごとに制服が違うので、学校ご

とに卒業間近になると制服のリサイクルと称して、制

服を集め困窮者の支援をしています。本来は制服一式

12 万円のものを一律 500 円で譲っています。私立学

校高校生の制服はとても大変で、作新学院などはブラ

ンド物の制服を採用しているので大変苦労します。 

あとは「里親センター」です。里親の方は日本全国

でなんと 3,000人しかいません。養護施設の定員は全

国で約 39,000 人ですから、圧倒的に里親が少ないの

が実態です。養護施設の施設長に伺うと養護施設では

子供は育たないと言います。普通の家庭の中で育てな

いと、家庭とはどんなものか分からないで大人になっ

てしまいます。里親は公的な制度がなく民間がやらな

ければなりません。また里親をやっている方への公的

支援は基本的にありません。そのため里親として手を

上げる方はいません。しかし不可欠な施策と考えてい

ますので、里親サポートを我々が行っています。色々

なメニュー、施策を述べてきましたがこれらの施策を

するのに 3億から 5億の資金が必要となるというのが

この「まとめ」のレジュメに書かれていることです。 

続いて子供の貧困撃退円卓会議についてプロジェ

クターを使って話をします。円卓会議というのは、会

議ではなくマルチ・ステークホルダー・プロセス、つ

まり多様な主体の参加による地域課題の解決の過程

のことをいいます。 

とちぎコミュニティ基金はとちぎ V ネットと県内

NPO センターが共同運営する基金で、現在 2,000 万

円位になっています。子供の貧困は見えないというの

は、ある試算では 15 歳の 1 学年のみの日本の社会的

損失は 2.9 兆円というものです。13.9%が貧困線以下

で母子家庭の 50.8%が貧困。OECD加盟国中では最低

です。2/3 の母子家庭では世帯収入が 300 万円以下で

す。宇都宮の母子家庭は 15,252 軒あり 7,748 軒が困

窮家庭です。 

子供の貧困は構造的で、一番の原因は母親が子供と

接する時間が極めて少ないということです。離婚した

父親は養育費の不払いが多く、母親は専門性のない一

般職のため給料が上がらない、よって長時間労働にな

る。結果として子供と接する時間が不足し不登校にな

る。 

時間がなくなりましたので、これからも皆さんと一

緒に、子供の貧困がどうやったらなくなるのか色々考

えながらやっていきたいと思っています。 

 スマイルボックス報告  平石  典嗣  君 

金子 正男君 NPO法人とち

ぎボランティ

アネットワー

ク常務理事事

務局長矢野正

広様卓話よろ

しくお願い致します。大瀧先生副議長

就任おめでとうございます。次回は栁

田・日下田会員ラインで行きましょう。

先日の某銀行の登山では岡本 PP の健

脚には「ビックリ！」です。 

石塚 龍夫君 久保エレクト、野澤ノミニーベネファ

クター表彰おめでとうございます。

NPO 法人とちぎボランティアネット

ワーク常務理事事務局長矢野様卓話あ

りがとうございます。宜しくお願い致

します。 

久保 康夫君 第 4グループ新旧ガバナー補佐、会長、

幹事会に参加してきました。良く知っ

ている人が多く楽しく飲み過ぎました。

矢野様卓話ありがとうございます。 

篠原  泉君 小金・廣澤両君の入会を歓迎申し上げ

ます。大きな戦力になられる事を切望

致します。大瀧和弘君副議長就任おめ

でとう。市民のため奉仕の心を忘れず

活躍下さい。 

岡本 俊夫君 大瀧和弘君の副議長就任を祝います。

御活躍を念じます。20日地区野球大会

先ず一勝を念じます。五体満足でお帰



り下さい。私は渡邉君とレナ君、エリ

君と山行を楽しんで参ります。野球や

らない方同行を期待します。 

福原 一郎君 小金さん、廣澤さん入会おめでとうご

ざいます。早く慣れてご活躍下さるよ

う期待します。 

辻  達男君 日赤病院で MRI の精密検査を受けて

きました。同年代の知り合いの人が多

くおどろきました。25年医療問題深刻

です。皆さん健康には十分お気を付け

下さい。 

田村 浩次君 先週新入会員入会を祝うつもりでいま

したが、金子年度の会員目標 60名達成

に感動してしまい今日のスマイルとな

りました。あらためて広澤さん小金さ

ん入会おめでとうございます。よろし

くお願いします。 

柳  浩雄君 NPO 法人とちぎボランティアネット

ワーク矢野正広様本日は卓話を頂きあ

りがとうございます。拝聴させて頂き

ます。 

見目 良一君 NPO 法人とちぎボランティアネット

ワーク常務理事事務局長矢野正広様。

本日は卓話有難うございます。拝聴さ

せて頂きます。 

久保 賢司君 昨夜は商工会議所青年部通常総会に篠

原宣之様、岡本俊夫様、大瀧和弘様に

御臨席賜りまして誠に有難うございま

した。 

柳澤 正弘君 矢野正広様本日は卓話よろしくお願い

します。宗像座長お世話になりました。 

田辺 義貴君 NPO 法人とちぎボランティアネット

ワーク常務理事矢野様ようこそいらっ

しゃいました。卓話ありがとうござい

ます。拝聴させていただきます。昨日

のCグループ炉辺会合では菱沼座長は

じめご参加された皆様大変お世話にな

りました。 

田崎 義典君 先週は結婚記念日と妻の誕生日、両方

のお祝いを頂きありがとうございまし

た。また昨夜は炉辺会合お疲れ様でし

た。楽しい一夜を過ごしました。そし

て、大瀧さん副議長就任誠におめでと

うございます！ 

藤村 三夫君 前回は例会に参加できなかったにもか

かわらず結婚記念日のお祝いいただき

ましてありがとう御座居ました。 

森田  淳君 昨日は炉辺会合を当店で行って頂き感

謝の気持ちでいっぱいです。本日の外

部卓話は大変楽しみです。 

 スイマルボックス(5月 17日現在) 

 プログラム委員会 ◆出席委員会 

 柳澤 正弘  君     馬場 照夫 君 

 

前回までのスマイル繰越金 2,415,000 

会員 43,000 

ビジター 0 

本日のスマイル合計 43,000 

スマイル今期累計 2,458,000 

前回までの米山繰越金 65,527 

本日の米山 0 

米山今期累計 65,527 

合計金額 2,523,527 

本日の 

プログラム 

5/24 

炉辺会合報告 

クラブ協議会 

 

次回の 

プログラム 

6/ 7  

月初例会 

6/14 

会長・幹事総括 

 

月間予定 

出席者     出席報告   出席委員会 馬場 照夫君 

在籍 61名 出席免除者 2名（有資格者 2名 + 有理由者 0名） 

例 会 日 出席義務 事前 MU 事後 MU 出席者 内免除者 欠席者 出席率(%) 

補正後 4月 26日 57 5 3 45 1 5 91.38 

本 日 5月 17日 59 4 - 47 0 8 86.44 

月間出席率(%) 

7月 8月 9月 10月 11 月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

95.72 94.44 90.44 88.25 87.77 91.23 90.42 93.14 83.10 86.56   

※例会欠席は AM11:00までに必ず事務局（TEL.0285-84-2511 FAX.0285-84-2510）までお知らせください。 


