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点
鐘
田嶋（章）会長
司
会
副ＳＡＡ 金田会員
◇ロータリーソング「それでこそロータリー」
◇本日のランチ
特製メンチカツサラダ添え 小付 刺身
香の物 汁 御飯 デザート

ビジター紹介

五味渕会長エレクト

◇卓話講師
認定ＮＰＯ法人
「とちぎボランティアネットワーク」

常任理事・事務局長 矢野正広様
とちぎＹＭＣＡ監事 大久保知宏様（藤井産業）
会長挨拶
田嶋（章）会長
皆さん、こんにちは。本年度も残すところ後
２ヶ月ちょっととなりました。以前定款の変更
がありましたが、細則の変更が十分にされてい
ませんでしたので、その検討を本年度最後の仕
事ということで、今、お願いしております。委
員 長 に 小 林 利 延 さ ん、 委 員 に 羽 石 パ ス ト ガ バ
ナー、小菅先生、伴清さん、辻裕司さん、永井
さん、髙野さん、またいろいろな手配や準備を
していただくスタッフとして、片嶋幹事、小林
正明さん、伴誠さんにお願いいたしました。６
月５日の最終理事会に間に合わせたいと思いま
す。何かの時には皆様にもご協力をお願いいた
します。

幹事報告

片嶋幹事

◇５月１日は定款第６条第１節（Ｃ）による休会。
◇ 2550 地区より 岩舟ロータリークラブの所属
グループ変更についてのお知らせ
岩舟ロータリークラブは次年度より第９グルー

会員数 123 名

列席 89 名

出席率 79.46%

プから第６グループに変更。（平成 26 年岩舟町
の栃木市合併があり、所属グループの見直しを
検討、地域のためのロータリークラブとして佐
野地区より栃木地区へ変更。）
◇プロジェクターについて
新規の品を購入（伊藤会員の事業所から）

委員会報告
◇スマイルボックス委員会
金子委員
宮下 浩会員
４月から長男が副院長として帰って来ました。
佐々木貞雄会員
４月 19 日息子に初孫が生まれました。
金田 剛会員
親睦ゴルフで良いことがありました。ありが
とうございました。
◇出席委員会
荻原委員長
＜皆出席表彰・４月分＞
連続 35 年 青木 格次会員
連続 23 年 田嶋 章夫会員
通算 21 年 金澤 正英会員
通算 21 年 菊地 憲寿会員
通算 ９年 田村 哲男会員
通算 ７年 船田 錄平会員
通算 ６年 戸﨑 勝彦会員
連続 ４年 冨貴塚眞人会員
通算 ３年 吉田 恭平会員
◇インターアクト委員会
小林（正）委員長
先 週 22 日（ 日 ） に 宇 商 マ ー キ ュ リ ー イ ン
ターアクトクラブのメンバー 17 名と顧問の先
生、当クラブの床井会員と私、宇都宮さつきＲ
Ｃから２名の参加を得て、22 名で足尾の山に
登り降りで 1500 段、約 30 本の木を植えてまい
りました。

卓

話

「宇都宮の子供たちの貧困をなくすには」
認定ＮＰＯ法人
「とちぎボランティアネットワーク」

常任理事・事務局長 矢野正広 様
宇 都 宮 の 子 供 の 貧 困、 困 窮 世 帯 は 12,455 人、
その中でさらに深刻な人がいます。宇都宮の貧困
がなくなるために、私達に出来る事は何かをお話
したいと思います。
※冒頭、「サンタ de ラン」のちらしから、父の
ＤＶ、母の精神疾患、自殺未遂、アル中の叔父が
いて親戚に頼れない、制度からはずされている、
様々な構造的な問題を抱えながら、周りの人達の
おかげで、子供の貧困にならなかった若者の話を
していただきました。
ここまで自力で考えていろいろなことが出来る
若者はそう簡単にはいません。そこのところをど
うするのかがポイントだと思います。
－ パワーポイントにて説明 －
円卓会議（マルチステークホルダー・プロセ
ス）という形ですが、いろいろな人達が参加し
やっていくということです。大久保さんはサラ
リーマンをしながらとちぎＹＭＣＡを、私はとち
ぎボランティをやっています。役場、学校、病院、
福祉施設、ＮＰＯ等、いろいろな人達が一緒に
なって子どもの貧困をなくすために関わることが
重要です。
子どもの貧困は見えません。15 歳の一学年で
子どもの貧困を放置した場合、日本の社会的損失
は 2.9 兆円になります。13.9％が貧困線以下、宇
都宮の母子家庭の半分は困窮など、数字ではわか
りますが、統計的にしか表れてきません。本当は
何なのか、という子供の貧困は見えません。
子どもの貧困には構造的な問題があります。先
程話した若者の話はほんの一部です。例えば、不
登校という背景には、学校の友達との孤立、反社
会的勢力の誘い、非行、母１人で正規の仕事に就
けずお金が足りない、時間的な関わりの不足など
があり、離婚した父親から養育費を取り立てるた
めの方法、正規雇用してくれる事業所が増えるな
ど、様々な側面から応援しないと駄目で、みんな
でやらないと貧困は無くせません。「お腹のすい
ている子どもを支援したい」「無料学習支援で子
どもに勉強を教えたい」「ＤＶのシェルターで子
どもに勉強を教えたい」「貧困家庭の子が学級に
いるのだが…（先生）」「わかっているが、予算も
事業も人もいない（地方公務員）」「貧困の子ども
はみかけるが、どう過程に介入すればいいのか？
（民生委員）」「費用が払えなくて学童に来られな
い子もいる（学童指導員）」「貧困家庭なんてどこ

にあるの？仕事なので、地域にいないし…（サラ
リーマン）」等、どういう風に対応していいかわ
からない人がいます。バラバラに対策しても成果
があがりません。どうすれば子どもの貧困が宇都
宮から無くなるか、皆で調べて、皆で目標を決め
て、皆で行動しよう、というのがこのプロジェク
トです。
円卓会議の STEP1 では、宇都宮で「何が、どう
なればいいのか」、構造、貧困の世代間連鎖、方
策を調査します。子どもの貧困に対する主な支
援として、食事支援、無料学習塾、高校進学支
援、居場所づくり、就職支援、婚活支援など民間
で出来るものがありますが、実はばらばらで、ど
こで何をしているのかまだわからない、というの
が実態です。これには、どれだけの費用がかかる
のか、どれだけのボランティアが必要か、その他
に、広報やファンドレイジング、総務など費用
を積算していきます。STEP2 は伝える、参加する、
集めるで、今は STEP3 の事業の立ち上げの段階に
きています。無料学習支援教室は宇都宮に８カ所
しか無く 25 カ所を目標にしています。子ども食
堂は栃木県内に約 30 カ所、宇都宮に約４カ所し
かありません。「居場所」はネグレクト家庭等の
子どもの「もうひとつの家」です。児童虐待通報
は 25 年前、全国で年間 100 件でしたが、今は１万
件を超えています。「居場所」は宇都宮に１か所
しかありません。来年ＹＭＣＡでもう一カ所出来
るかもしれませんが、本当は、14 カ所は必要です。
フードバンクは私のところでやっていますが、お
米 623 トンの支援が必要ですが、12 トンしかあり
ません。他に母子家庭就労支援等、これらの支援
に必要な推定額は３億円～５億円です。５億まで
いくと現実味がないのですが、中学校の数が 25
あるので、そこに、無料学習支援、子ども食堂、
居場所、フードバンクをセットで作るという案な
ら、ボランティが一日一人として 31,200 人、費
用は２億 670 万円となり、宇都宮の人口 52 万人で
割れば、なんとか実現出来るのではないかと思わ
れます。
円卓会議はお金を集める段階からＳＵＮ ＳＵ
Ｎプロジェクトに変わりました。子どもの貧困を
無くすことをテーマに、人が連携していくことが
ポイントです。また、構造の見える化、目標の見
える化、関わりを作る、こういうことは、地域の
中学校区でセットがあれば取り組めるのではない
かと思います。これは、他人任せでは出来ません。
地域の中のいろいろな人達が関わらないとできま
せん。そして、自己責任という逃げが通用しませ
ん。子どもの貧困は親のせいだと皆さん言います
が、親のせいだと言っても、子どもの貧困は解決
しません。子供がその地域に、親とともに住んで
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いくために、親とともにちゃんと育っていくため
に、どうしていったら良いか、ということがテー
マだと思います。
ＳＵＮ ＳＵＮプロジェクト実行委員長のお願い

大久保知宏（とちぎＹＭＣＡ監事）様
矢野さんの説明にもありましたが、とちぎＹ
ＭＣＡでは今、事業のひとつとして、宇都宮市
と一緒に子どもの居場所をつくろうと立ち上げ
ています。
ロータリークラブが地域のクラブとして地域の
子どもの貧困をどう助けていくか、を考えていく
ことをご提案させていただくのが円卓会議の重要
な仕事だと思っています。企業の活動の中でどの
ような活動が出来るかということで、他県で行
なっている事例についてお話します。
※赤い羽根募金カレー、寄付つきお弁当の販売
等、商品を消費することによって、子どもの貧
困のプロジェクトに寄付が入る寄付つき商品・
企画をご紹介いただきました。
ひとつの事業活動が社会の貢献、特に子どもの
貧困にフォーカスをあてた支援になればと思って
います。また、寄付つき商品を消費する度に子ど
もの貧困に役に立つ、という思いを持っていただ
くことも、寄付つき商品の重要な役割だと思って
います。寄付つき商品としましては、子どもの未
来応援市場これは仮称ではありますが、このよう
な市場がひとつでも出来ることによってその地域

の子どもの貧困が減っていく、そんな様子を見ら
れればと思っています。企業のメリットとして、
主力商品の売り上げが伸びる、会社にメリットが
ある社会問題への対策、地域の企業が地域のため
に活動出来るものは何か考える機会ができる、大
手企業だけがやっていた寄付つき商品が地元中小
企業でも気軽にできる、などあります。寄付つき
商品・企画のポイントですが、ＮＰＯの正しい理
解、会社の柱となる社会貢献を見つける、本業と
社会貢献の両立、無理しない企画づくり、顧客の
満足が必要です。愛知、静岡、兵庫などで、この
ような活動が行なわれています。
プロジェクトでは、活動できるプロボノ（会
社・サラリーマンの力）そしてこの円卓の顔・代
表（働く人）を募集しています。また、活動を継
続する為には寄付が必要になります。マンスリー
サポーター、子どもＳＵＮ ＳＵＮとして月額
1042 円の寄付、プロジェクト発起人として 100 名、
都度の寄付として 10 万円を一口として考えてい
ます。また、子ども食堂スポンサー（応援団）と
して 100 名、都度の寄付として３万円をお願いし
たいと思います。主旨についてご理解いただいた
上でお考えいただければと思います。
※４月のＲＩテーマは「母子と健康」です。子
供と貧困の実態を皆さんにお話して欲しいとの
ことで太城ガバナーが卓話を依頼されたとのこ
とでした。
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