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第2777例会	 平成 29 年 9 月 27 日（水）

点　鐘 大塚 正一 会長

スマイル体操 相良 久征 親睦委員

司会と斉唱 山川 哲史 会場監督
クルーズ 由美子 ソングリーダー

「手に手つないで」

お客様紹介 峯岸 雅宏 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
ゲストスピーカー助手
認定 NPO 法人キーパーソン 21 渡辺 日奈子 様
横浜西 RC 地区大会副幹事 栗原 聰 様
横浜港北 RC 涌井 雅英 様
2014 ～ 15 年度 ロータリー青少年交換留学生
マリオン・ビルジェ様

出席報告 洪 征治 出席委員
会員数 58 名 出席 35 名 欠席 23 名

（対象外 9 名） 出席率 71.43%
前々回訂正 欠席 18 名 MAKE UP 3 名

（対象外 5 名） 訂正出席率 81.13%
欠席者

花田君 濱田君 石坂君 金子君 小林（政）君 
貝田君 小泉君 上山君 三浦君 宮崎君 
溝淵君 松下君 茂木君 三平君 柾木君 
野口（哲）君 岡本君 世良君 重田君 関君 　 　 　
谷口君 吉岡君 横山君 

会長報告 大塚 正一 会長
1.	 地区主催「チャリティマラソン大会」開催決定のお
知らせと、各クラブのマラソン担当窓口選任の依頼。
※各クラブ１名　（9月 30日までに報告）

2.	 地区大会記念チャリティディナーショーのご案内
10月 4日（水）
開宴：18：00
会場：横浜ロイヤルパークホテル宴会棟 3階　
参加費：15,000 円

幹事報告 帯谷 昌充 幹事
1.	 地区からの来信
① RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）
				パートⅡ	開催のご案内
　日時：10月 15日（日）8：30～ 16：30
　会場：聖光学院中学高等学校
　出席対象者：クラブでの推薦およびロータリーを
　一層理解したい方
　次回開催予定：11月 26日（日）
②職業奉仕委員長会議開催のご案内
　10月 23日（月）15：00～ 17：00
　懇親会：17：00～ 18：00　
　会場：メモワールプラザソシア	21
③第 4回	ロータリアン芸術祭のご案内と作品出展のお願い
　日時：11月 11日（土）　
　会場：地区大会会場	パシフィコ横浜展示コーナー
④地区大会特別企画ロータリーこども美術展参加出品のお願い
　参加者：ロータリアンの子弟・お孫さん等の未就学児童
　テーマ：自由　
　10月 31日までに指定の専用画用紙に絵を描いてお持
　ちください。クラブ毎にまとめて提出します。

2.	 他クラブ例会臨時変更
●川崎南 RC
10月 10日（火）、10月 31日（火）、11月 21日（火）休会

委員会報告   
朝山 浩 ロータリー財団委員長
年次寄付14,000円以上、ポリオへの別途指定寄付6,000
円のご依頼がきています。財団のセミナーに参加しま
した。会員皆様の会費なども有効利用されていますの
で、ご協力のほどお願いいたします。
松山 直樹 米山奨学委員長
本日から 20,000 円集金しております。詳しくは 10 月
第 2週に行われるフォーラムで説明いたします。
齊木 貴 社会奉仕委員長
共同募金総額 101,000 円集まりました。ありがとうご
ざいました。また、9月 6日に行われた「マナー・モラ
ルアップポスター」イベントへの多数のご参加ありが
とうございます。その模様はタウンニュースにも掲載
されています。
入来 武久 60 周年実行委員長
本日例会後に第 3回委員会を開催します。委員長の方
はご参加ください。



卓話   
認定 NPO 法人キーパーソン 21 代表 朝山 あつこ 様
「経済困難を抱えた子どもへの支援～未来の自分に希望を持つ」

」「未来の自分に希望を持つ」をテー
マに、武蔵小杉周辺で経済的困難
を伴う子どもたちを対象に学習支
援をしています。川崎市の委託事
業の枠からもれてしまう本当の意
味での困難を抱えている子どもた
ちのために、集めた寄付によって
NPO法人として活動しています。

「貧困」とはなにか。ただお金がないだけではなく、社
会とのつながりがない、頼る人がいない、自分に自信
が持てないことを私たちは「貧困」の定義としています。
なので、お金を渡せば解決するという問題でもないこと
に気付きます。川崎市で生活保護を受けている中学生は
2017 年 6月現在で 861 名、中原区だけで 57名います。
しかし、私たちが目にしないだけで、それも受けられ
ない子どもたちが大勢いるのが現状で、「見えない貧困」
ともいわれたりします。これは、食べ物、住む場所が
ない絶対的貧困に対し、相対的貧困といい、当たり前
の生活ができない貧困のことをいいます。

一般的には、日本は豊かな国だと思われがちですが、世
界的に比べても貧困な子どもの人口は少なくありませ
ん。データによると、家庭が貧困であると、子どもも貧
困になる、生まれた環境で貧困になるというのが現実で
す。そういった子どもの中には、親の世話をしなくては
ならない、学習する場所がない、親が高校に行くなと言
うなど、様々な理由で貧困と戦っている子どもたちが
います。このような子どもたちに、絶対に見捨てられ
ないという安心を与えることを心がけています。また、
私たちは、キャリア教育、つまり自分が将来どのよう
に生きていきたいか、それを自分なりに探し、希望を
持って夢を叶えるサポートをするプログラムを提供し
ています。子ども自身が将来何をしたいか、希望を引っ
張り出すようなプログラムを提供する団体です。

生まれ育った環境が教育格差をつくりだし連鎖します。
それを断ち切る仕組みが早急に必要とされています。こ
れは、家庭だけ、学校だけでは支えきれない問題です。
子どもたちに害が及ぶということを避けたいので、学
校、地域、NPO、行政がひとつになって実現させてい
こうということを私たちは訴え続けています。このよ
うな子どもたちがいるということを知っていただいて、
応援をしていただけたらなと思います。ご清聴ありが
とうございました。

ニコニコリポート 朝山 浩一 会場監督
横浜西 RC 栗原 聰 様

地区大会の PR に伺いました。本日はよろしくお
願いします。

横浜港北 RC 涌井 雅英 様
本日はよろしくお願いいたします。

大塚 正一 会長、入来 武久 副会長、帯谷 昌充 幹事
朝山あつこ様、渡辺日奈子様、本日の卓話よろし
くお願いいたします。地区大会副幹事横浜西 RC
栗原聰様、横浜港北 RC 涌井雅英様、ようこそお
越しくださいました。例会を楽しんでください。

大塚 正一 会長
第 1 回大塚会長杯で 3 位に入賞しました。次回は
優勝します。

武田 信平 君
フロンターレの近況を報告します。9 月 13 日に行
われた ACL 準決勝、浦和レッズ戦は 1 対 4 とまさか
の大敗、準決勝進出にはなりませんでした。ACL 後、
中 2 日の 16 日に行われた J リーグ第 26 節、清水エ
スパルス戦は 3 対 0 で快勝。さらに中 3 日の 20 日
に行われた天皇杯ラウンド 16 は再び清水エスパルス
との戦い、これを 4 対 1 で退け準々決勝に進出。続
いて中 2 日の 23 日に行われた第 27 節、ヴィッセル
神戸との試合は 0 対 0 で引き分けてしまい、勝ち点
で柏レイソルに並びましたが、得失点の差で 2 位を
キープしています。

戸川 俊雄 君、洪 征治 君
移動例会では大変お世話になりました。朝山あつこ
様、卓話よろしくお願いいたします。地区副幹事栗
原様、ご苦労様です。

渡辺 敏久 君
9 月 20 日に行われた大塚会長杯のコンペで優勝しま
した。大変嬉しく思っております。同伴プレーヤー
の大塚会長、金子さん、山川さん、ありがとうござ
いました。

佐久間 馨 君
先日の松波杯ゴルフ、取切戦で優勝させていただ
きました。柾木さん、谷口さん、相良さんを終盤
で逆転しての厳しい戦いでした。皆さんありがと
うございました。

齊木 貴 君
9 月 6 日の「マナー・モラルアップポスター」の
掲載には多数のご参加ありがとうございました。
小雨の降るなかでしたが、無事終えることができ
ました。心より感謝申し上げます。

プログラム委員会：クルーズ 由美子 君、朝山 浩 君、
波木井 輝昭 君、松山 直樹 君

朝山あつこ様、本日は卓話楽しみにしております。
よろしくお願いいたします。

親睦委員会：谷口 一成 君、峯岸 雅宏 君、相良 久征 君、
平野 和枝 君、石原 安 君

9 月 20 日の親睦移動例会にご参加の会員の皆様お
疲れ様でした。皆様のおかげで無事終えることが
できました。ありがとうございました。


