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第2712例会	 平成 28 年 4 月 13 日（水）

点　鐘 柳澤 信夫 会長

スマイル体操 クルーズ 由美子 親睦委員長

司会と斉唱 峯岸 雅宏 会場監督
クルーズ 由美子 ソングリーダー

「我等の生業」

お客様紹介 村山 輝忠 親睦委員
ゲストスピーカー 認定 NPO 法人 キーパーソン 21

代表理事　朝山 あつこ 様
村田 眞一 様（川崎南 RC）
坂井 規久子 様（川崎百合ケ丘 RC）
今井 敬 様（川崎中原 RC）

出席報告 戸川 俊雄 出席副委員長

会員数 58 名 出席 33 名 欠席 25 名
（対象外 5 名） 出席率 62.26%
前々回訂正 欠席 22 名 MAKE UP 7 名

（対象外 7 名） 訂正出席率 84.62%
欠席者

花田君 波木井君 濱田君 甲田君 川野君 
小林（政）君 上山君 溝淵君 松尾君 茂木君 
三平君 柾木君 野口（隆）君 岡本君 大塚君 
帯谷君 重田君 関君 色摩君 塩田君 
谷口君 藁科君 米山君 横山君 山川君

会長報告 柳澤 信夫 会長
1. ロータリー米山記念奨学会より感謝状が届いてお

ります。
• 第 60 回 米山功労クラブ
• 米山功労法人：税理士法人 野口会計事務所殿

2. 第 2 グループ 現・次期合同 会長・幹事会開催のご
案内
日時：5 月 10 日（火） 現年度 17：30 ～ 18：00
 次年度 17：15 ～ 17：50
 現・次年度合同 18：00 ～
場所：木曽路 宮前平店

3. ガバナー補佐・クラブ事務局連絡会開催のご案内
日時：5 月 20 日（金） 18：30 ～
場所：  横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 

28F スカイラウンジ

幹事報告 佐久間 馨 幹事
1. 地区からの来信

• 拡大増強・退会防止セミナー開催のご案内
日時：5 月 19 日（木） 15：00 ～ 17：30
場所：メモワールプラザソシア 21

• RI 日本事務局 業務推進・資料室より、5 月の「青
少年奉仕月間」のリソース

• 地区研修・協議会当日、会員拡大増強部門にて実
施されましたブレインストーミングの結果を一覧
表にまとめた資料

2. 他クラブ例会臨時変更
●横浜あざみ RC

4 月 20 日⇒ 22 日（金）
　 錦織 健コンサート（東北支援チャリティ） 

青葉台フィリアホール
●川崎百合ヶ丘 RC

4 月 26 日⇒ 29 日（金・祝）移動例会
　白井会員宅 さつきを観る会　点鐘 11：00
5 月 17 日（火）移動例会
　家族感謝の日 團菊祭五月大歌舞伎 観劇

3. 他クラブ会報の回覧：新川崎 RC

4. 横浜東 RAC 例会のご案内
• 4 月 19 日（火） 20：00 ～ 21：30 

ホテルキャメロットジャパン
会長卓話：  GSE で訪問した南アフリカの現状につ

いて
• 5 月 1 日（日） 14：00 ～ 16：00　鶴見 總持寺 

米山梅吉氏墓石清掃

5. 当クラブのクラブ協議会開催日変更
4 月 20 日⇒ 27 日（水） クイーン・アリス日吉



卓話

認定 NPO 法人 キーパーソン 21
代表理事　朝山 あつこ 様

『貧困家庭の子どもたちへの学習サポート』
キーパーソン 21 代表の朝山あつこと申します。キー
パーソン 21 は「すべての子どもたちが、自分を活かし
ていきいきと仕事をして、生きていってほしい」と願っ
て活動しているキャリア教育の認定 NPO です。

生活水準が他と比べて低い層のことを相対的貧困とい
います。2012 年現在、日本における 18 歳未満の子ど
もの相対的貧困率は 16.3％です。この数値は OECD 加
盟国 34 か国中で 10 番目に高く、OECD 平均を上回っ
ています。この事実は私にとって驚きでした。日本は
豊かな国ではないのです。相対的貧困率は年々上昇傾
向にあります。
保護者の経済状況は子どもの学力に影響を与えます。日
本では教育にお金がかかり、保護者の収入が高いと子
どもの学力が高く、保護者の収入が低いと子どもの学
力も低いという結果が出ています。生活保護世帯の子
どもの高校進学率は全国平均 90.8％で、全体の 99.8％
とは大きな開きがあります。

学習支援・居場所づくり事業「なかはら “ わくわ
く ” 学習会（なかわく）」
生活保護世帯の中学生およびその保護者に対し、高校
等への進学を支援するため、川崎市では他の自治体よ
り早く「学習支援・居場所づくり事業」を行っています。
キーパーソン 21 は、「学習支援・居場所づくり事業」
を川崎市から受託し、「なかはら “ わくわく ” 学習会（な
かわく）」を 2014 年 6 月に開室しました。
中原区の貧困家庭で育つ、中学 1 ～ 3 年生を対象に、 週
2 回、18：30 から 20：30 の 2 時間、 年 90 回の授業を「ご
うじ老人いこいの家」で行っています。

「なかわく」に通う子どもたちの中には、時計が読めな
い、アルファベットが読めない、九九が言えない、3 分
の 1 がわからないという子もいましたが、自分の居場
所があると安心すると、学習意欲が向上し、自信を持
つようになります。昨年度は中学 3 年生 12 名が高校に
進学しました。
自主事業 「小杉のわくわく学習室（こすわく）」
残念ながら国からの予算が縮小したため、2015 年度の

事業では中学 1 年生への支援が難しくなりました。そ
れならば自分たちが中学 1 年生を支援していこうと、「小
杉のわくわく学習室（こすわく）」を 2015 年 7 月に開
室しました。中学 1 年生を対象に、 週 2 回、基本学習
やネイティブの先生による英会話レッスン、IT 講座を
南武線、武蔵小杉駅近くで行っています。

「貧困の連鎖」を断ち切る
生活保護受給家庭に生まれた子どもが大人になって再
び生活保護を受けることを「貧困の連鎖」といいますが、
その割合は約 25％と、4 人に 1 人はそこから脱出する
ことができません。この「貧困の連鎖」を断ち切るため
には、生まれた環境が教育格差につながらぬよう、子ど
もに害が及ばぬように、学校、家庭、地域、NPO、行政、
ロータリークラブなどの団体が一つになって支援の輪
を広げていくことが必要だと思っています。私たちの
活動にご賛同いただける方に、ぜひご寄付を賜りたい
と考えております。本日はありがとうございました。

ニコニコリポート 入来 武久 副会場監督
村田 眞一 様（川崎南 RC）

 本日、メイクアップに来ました。よろしくお願いいたします。
柳澤 信夫 会長、佐久間 馨 幹事

長かった満開の桜も散り、4 月半ばとなり、学校、企業も
新年度が始まりました。元気にロータリー生活を楽しみま
しょう。朝山あつこ様、本日の卓話、よろしくお願いいた
します。

小泉 昌彦 君
渡辺支店長、この度は理事（役員待遇）昇格おめでとうご
ざいます。今後一層のご活躍を祈ります。

戸川 俊雄 君
先週の 6RC 合同ゴルフ大会、ブービーメーカーでしたが久
しぶりに楽しいゴルフをさせていただきました。米ちゃん、
どうもありがとう。

宮崎 秀樹 君
6 クラブ合同ゴルフコンペで優勝しました。バンカーから
4 回出なかったところがうまく絡み、ゴルフの神様からの
プレゼントでした。

武田 信平 君
先週 6 日、アウェイ新潟にて、ナビスコカップ第 3 節が行
われ、5 対 0 で勝利し、グループ 2 位に浮上しました。また、
10 日には、ホーム等々力にて、J リーグ第 6 節、鳥栖戦が
行われ、1 対 0 で勝利しました。一進一退で迎えた後半ロ
スタイム、小林からのセンタリングを大久保がヘディング
シュート。スタジアムは総立ち、割れんばかりの歓声で包
まれました。鳥栖のキックオフと同時に終了の笛。劇的な
勝利を得て首位に返り咲きました。

入来 武久 君、朝山 浩 君
・あつこさん、本日の卓話、よろしくお願いします !!
・北村先生 !! ビールグラスありがとうございます !!

戸川 俊雄 君、洪 征治 君
先日、横浜南 RAC と新横浜 RAC 合同例会に参加し、タバ
コの吸いがら拾いをしてきました。朝山あつこ様、卓話よ
ろしくお願いいたします。


