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Weekly Report 
「新しい時代へクラブの推進力を培おう」 

本日の例会 ゲスト卓話（佐世保観光コンベンション協会総務企画部長 宮地秀郎氏）   

次回例会  ゲスト卓話（高校生平和大使派遣委員会 責任者 平野信人氏） 

《奉仕プロジェクト社会奉仕委員会卓話》 

「ひとり親家庭支援について」 

小西研一 委員長 

 

皆さん、こんにちは、奉仕プロジェクト社会奉仕委

員会の小西です。本日は「ひとり親家庭の現状」とい

う動画をご覧になって頂こうと思います。ロータリー

地区奉仕委員会では「2021-2022 年度の活動方針に

「ひとり親家庭支援」について講演会の開催を予定し

ておりました。しかしコロナの感染が拡大する現下の

状況をうけ、講演会は中止となりました。講演会に代

わり、「ひとり親家庭の現状」と題して、長崎県貧困

対策統括コーディネーターの山本倫子（りんこ）さん

にお話頂き、それを動画にまとめています。私も事前

に動画を見ましたが、この動画を通じてのキーワード

は「ランドセル」、「11.2％」、そして「ケチャップ・

マヨネーズ」です。この３つのキーワードを念頭に動

画をご覧ください。どうぞ。 

 

山本倫子さん講演「ひとり親家庭の現状」 

「長崎・佐賀の現状」 

コロナ禍で残業時間が長くなっているという現実

がある。最低賃金は長崎、佐賀共に 821 円。大学進学

率については、長崎は全国で 36 位。貧困家庭では、

子供はひとりで食事を取っていたり、家庭での学習の

習慣が無い。こういった状況が、子育て世帯全体に広

がっている現実がある。親の経済的困窮が幼児期に大

きな影響を及ぼし、乳幼児に貧困だった子供が成人後

も貧困状態に陥るリスクが高い。 

貧困には絶対的貧困と相対的貧困がある。絶対的貧

困はストリートチルドレンのような貧困をいい、相対

的貧困は普通の生活で得られるものが得られない状

況をいう。その一つの例がランドセル。家庭の厳しい

経済状況故におさがりの黒いランドセルを使わざる

を得ない状況にあった小学校入学前の女の子が、入学

後もランドセルが黒いことを理由にいじめないでと

友達に懇願してまわるようなことがあった。貧困は子

供に自己嫌悪感、劣等感、絶望感、あきらめの感情を

抱かせる。人との関係性やつながりを喪失し、こころ

のゆとりが奪われる。さらに、家庭の養育力・教育力

の低下、ひいては、虐待、ネグレクトに繋がる。 

「子供の貧困に潜む課題」 

日本の子供の貧困率は 13.5％。OECD によると 34 ヶ国

中 10 番目。長崎県の実態調査によると約 8,939 人が

アンケートに回答、可処分所得 97.2 万円以下の世帯

は 860 世帯（11.2％）。うち一人親世帯は 418 世帯。

経済的環境は非常に厳しく、借金して生計を立ててい

る。医療機関を受診できない、必要な食料品が買えな

い、電気・ガス・水道が止まった等の困難な状況に直

面している。悩みや相談できる相手は欲しいがいない、

また、支援制度を知らない家庭が多い。貧困家庭であ
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【今  回】会員数  42 名  出席  24 名    欠      席 10 名   出席規定免除会員（8）出席 5 名 ビジター 0 名   出 席 率  --.--％ 

【前々回】会員数  42 名  出席  26 名    メークアップ 0 名   出席規定免除会員（8）出席 8 名                 修正出席率  --.--％ 

佐世保北ロータリークラブ  2021～2022 年度 ＲＩ会長 / シェカール・メータ ガバナー/塚﨑 寛 



るかどうかは見かけでは分からない。一人親の方は離

婚した負い目もあり、相談してこない。助けを求める

手段がわからない。家庭が社会的に孤立していると感

じていても、支援者側から入れないという現実があり、

困難を抱えている子供を発見するしくみが不足して

いる。支援者の 9 割が保護者の信頼関係づくりが困難

と感じており、様々な関連機関と協力して支援する必

要がある。 

「最後に」 

企業、地域の皆さんが、子供の貧困が与える影響につ

いて理解を深め、意識することが大切。支援する人た

ちは知っているが、近所の方が知って欲しい。離婚で

親が出ていった二人の子供を祖母が育てていたが、支

援で訪問した際、昨日何を食べたか聞くと、「ケチャ

ップ、マヨネーズ」と答えた。そういう子がたくさん

いる。子供食堂をロータリークラブに支援して貰って

いる。いつか社長になり、ロータリーに入りたいとい

う子が、今は大学進学を目指して頑張っている。ロー

タリークラブの組織の力で子供達が夢を語れる未来

にご協力をして頂ければと思う。 

（以上、山口倫子さん講演内容） 

 

ご覧いただき、ありがとうございました。キーワー

ドの「ランドセル」、「11.2％」、「ケチャップ・マヨネ

ーズ」の話を聞いて、皆さま、それぞれお感じになら

れるところがあったと思います。ロータリーでは地区

補助金事業として、毎年 1 回、社会奉仕事業を行って

おります。事業にはいろいろなカタチがあると思いま

すが、今回、見て頂いた「ひとり親支援」もひとつの

テーマとなり得ると思います。佐世保北ロータリーク

ラブとして何ができるのか、本日の動画を踏まえ、地

区補助金事業を担当する社会奉仕委員会のメンバー

だけでなく、是非、佐世保北ロータリークラブの会員

皆様にお考え頂ければと思います。皆さまのご協力を

お願いします。本日は、ご清聴頂きありがとうござい

ました。 

 

 

《会長挨拶》          渡会祐二 会長 

 

本日もオンラインでの例会となりますが、皆様のお

顔を見ることができ大変嬉しく思います。どうぞよろ

しくお願い致します。 

先週は初めてのオンラインによるゲスト卓話でし

たが、途中、音声が途切れる場面があり大変失礼いた

しました。今後はできる限りそのようなことが無いよ

う努めてまいります。 

先週から冬季北京オリンピックが始まりました。日

本選手の活躍としては、昨日、小林陵侑選手が長野オ

リンピック以来 24 年ぶりにスキージャンプで金メダ

ルを獲得しました。胸を熱くされた方も多いのではな

いでしょうか。これからのメダルラッシュを期待しな

がら観戦していきたいと思います。 

さて、今年も早くも 2 月に入りました。会員の皆様

は、2 月 23 日が何の日かご存知でしょうか。ポール・

ハリス、ガスターバス・ローア、シルベスター・シー

ル、ハイラム・ショーレーの 4 名が、ロータリー初の

クラブ例会を開いた日であり、ロータリー創立記念日

となっています。「仲間のあいだで友情を深めたい」

というハリスの願いの下に集まった４名ですが、その

設立したクラブが今日のように世界中に普及すると

は考えていたのでしょうか。４名の最初の会合で、ど

のような会話がなされたのか思いを馳せると面白い

かもしれません。 

では、当クラブの創立記念日は何月何日か覚えてお

られますか。昭和 59 年（1984 年）4月 16 日、村上寅

雄初代会長の下、41 名のチャーターメンバーで設立

されました。ロータリーの歴史もそうですが、当クラ

ブの歴史は重要なものと考えております。クラブ現況

報告書を参考にしたり、福田俊郎会員をはじめ８名お

られるチャーターメンバーからお話を聞くなどして、

ぜひクラブの歴史を学んでいただければと思います。 

ちなみに、創立記念の昭和 59 年は早田貴志会員の

生まれた年となりますので、当クラブが設立して何年

になるのかは早田会員の年齢で確認できることにな

ります。その早田会員は、入会後これまで当クラブの

最年少会員でしたが、現在の最年少は、先日入会され

た昭和 60 年生まれの松尾祐輔会員となります。幅広

い世代の所属する当クラブは素晴らしいクラブだと

感じております。 

本日は社会奉仕委員会による委員会卓話となりま

す。小西委員長には、次年度の幹事としてすでにご準

備も始まっておりお忙しいところとは思いますが、ど

うぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 



IT 会報委員会 委員長 / 渥美大介   委員 / 松田亜由美 戸畑教幸 内海一洋 （記事担当 内海一洋） 

本日の合計  7,000 円    累計 794,000 円 

《幹事報告》 
公門新治 幹事 

 

1.例会変更  

・佐世保ＲＣ 

2 月 16 日（水）休会（定款第 7 条第 1 節（d）（3）） 

 

2.来 信  

・国際ロータリー 

  ①ROTARY マガジン 2月号 

  ②ロータリー国際大会の特別登録料のご案内（対

面式開催） 

 

 ・ロータリーの友事務所 

  2022～23 年度版 ロータリー手帳お買い上げの

お願い   注文受付 2 月 25 日まで 

  1 部 定価 660 円 5 月下旬出来上がり予定   

  

・(公財)ロータリー日本財団 

確定申告用寄附金領収証 

       

 ・ガバナー事務所 

① ガバナー月信 2 月号 

② 2021～2022 年度補助金管理セミナー資料、確

認書 

  

※ MOUは3月中に原本をガバナーエレクト事

務所へ送付すること 
 

 ・ガバナーエレクト事務所 

① 補助金センターより地区の参加資格認定に

ついて（緒方ガバナーノミニー） 

② 2022～23 年度 地区チーム研修セミナー

開催変更について（オンライン Zoom にて

開催） 

③ 補助金管理セミナー中止のお知らせと資料   

送付について 

④ 補助金管理セミナー中止のお知らせと資料   

送付について 

 ・小川 信 第 6 グループガバナー補佐  

  クラブ例会及び運営についてのお尋ね 

 

 ・海上自衛隊佐世保地方総監部 

  海上自衛隊佐世保音楽隊第 50 回定期演奏会の中

止について 

 

3.伝達事項 

次回例会は 2/14（月）ゲスト卓話 佐世保観光コ

ンベンション協会総務企画部長 宮地秀郎氏です。 

 

 

《今月の誕生祝い》 

S.49. 2. 2 松田亜由美君 

 
《今月の結婚祝い》 

 H.6. 2.11  永石浩一郎・みさ 夫妻 

S.60.2.10  中村祐二・基子夫妻 

H.20.2. 9  山下雄弘・ゆかり夫妻        

H.25.2.25   松尾祐輔・愛子夫妻 

 

 

《ニコニコボックス》 

公門新治幹事 

 

渡会祐二 会長 緒方信行 副会長 公門新治 幹事 

2 月に入りました。依然として新型コロナウィルスが

猛威を振るっております。近隣のクラブでは休会が続

いていますが、佐世保北ロータリークラブでは、オン

ライン例会で繋がっています。本日も元気に参りまし

ょう。 

本日の卓話は委員会卓話です。社会奉仕委員会小西研

一委員長宜しくお願いします。急遽プログラム変更に

なりましたが、快く引き受けていただき、ありがとう

ございました。 

 
 
奉仕プロジェクト社会奉仕委員会 小西研一 委員長 

本日は奉仕プロジェクト社会奉仕委員会による委員

会卓話です。「ひとり親家庭の現状」と題する動画を

ご覧頂きます。宜しくお願いします。 

 


