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池森君のゲストで岩田惰真様、ようこ

そお出で下さいました。藤野さんと安

藤様には後程「こども食堂について～

子供の貧困・教育格差をなくすために

～」について卓話を頂戴いたします。

前回、龍安寺の枯山水庭園について

お話をしましたが、今回はこの庭園の
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卓話：子ども食堂について

～子どもの貧困・教育格差をなくすために～

一般社団法人つなぐ子ども未来代表理事兼

愛知子ども応援プロジェクトリーダー安藤綾乃様

同 サポートコーディネーター藤野直子様

石庭にある15個の石に隠された謎についてお話しさせ

て頂きます。

東洋では｢暘数字｣は縁起のいい数字とされてきました。

陽数字とは奇数の数字のことです。石庭にある15個の

石は東から（五、二）、 （三、二）、 （三）と並べられ

ています．このうち最初の「五・二」を足して「七」、

次の「三・二」を足して「五」、最後はそのまま「三」

と3つに分かれて置かれています。この暘数字が「七五

三」となります。15は七五三を全て足した数で縁起のい

い数の総数ということになります。足りないものを見つ

め、今の自分が存在することを心から感謝することを忘

れてはならないという想いが込められているのです。

石の配列は一見、無造作に見え、白砂と石以外は何もあ

りません。この殺風景にも思える空間は、日本人が持っ

ている独特の研き澄まされた感性を表し､宇宙を表現し

ていると言われています。

ところで、この15個の石の配置には不思議なことがあ

ります。それは一度にすべての石を見ることができない

配置になっているということです。庭のどの位置から眺

めても、 15個の石のうち、必ず1個は他の石に隠れて見

ることができないのです｡もちろん､空から見れば当然、

15個すべての石を一度に見ることはできますが、この

庭が作られた当時は空から見るという発想はなく、本来

の庭の見方から逸脱したもので、邪道ですね。

東洋の世界では「15」という数字は「完全」を表す数字
です。どの角度から眺めても必ず1個の石は隠れて見え

ないように作られている庭は「不完全」な庭ということ

になります。

日本には「物事は完成した時点から崩壊が始まる」との

思想があります。日光東照宮などもそうですが、建造物

をわざと不完全なままにしておくことがあります。龍安

寺の石庭も恐らくそのような造りをしたのではないか

と伝えられています。

15という数は十五夜、つまり満月に結びつけられ､それ

は“完全”を意味するとされています。しかし、この世

には完全というものは存在せず、ものごとは完成した時

点から崩壊が始まるという思想の元、この石庭の作者は

15個の石を置きながらも、完全とされる数の15にひと

◆我らの生業

◆ビジターおよびゲスト紹介

一般社団法人つなぐ子ども未来代表理事兼

愛知子ども応援プロジェクト

プロジェクトリーダー 安藤綾乃様

愛知子ども応援プロジェクト

サポートコーディネーター藤野直子様

（名古屋名東RC)

池森君ゲスト研修医 岩田信真様

◆出席報告

正会員 31(26）名出席23名

出席率 88．46％

河合幹事報告

1）11月7日地区大会会場での落とし物問い合わせ

2）次週23日は休会、次回例会は30日、錦の間が会場

です。また、例会終了後、第5回理事役員会を開催い

たしますので理事役員のみなさまはご予定下さい

3）三越三ヶ丘店長岡本修君、入会早ノマコロナ禍社内

規定の為休会になっておりましたが、ようやく次回

例会より出席されます。

’ 忠方会長挨拶

今日は､愛知こども応援プロジェクトサポートコーデ

ィネーターで名古屋名東RCクラブ所属の藤野直子さん、

一般社団法人つなぐ子ども未来代表理事愛知こども

応援プロジェクトプロジェクトリーダー安藤綾乃様、

’ 会鍵暴一マ臓罐識雛毒懲臓潅臓聯蕊"蕊駕&維回一勢リーライ誹溌」 泰綴織感|島紙憩I難月L藷謁蹴斜渉。



つ足りない14個の石しか見えるように設計したのでは

ないかと言われています。

不十分な衣食住・栄養不足・虐待やネグレクトなどによ

り、精神的に不安定になり、絶望感や自己否定の感情に

支配されます。

ご家庭で、学習するという習慣がないので、低学力にな

りがちです。学校でもいじめの対象になりやすく、不登

校や中退も多く、女の子は、 10代での妊娠・出産、シン

グルマザーになる、そして、新しい彼が子どもへの虐

待・ ・ ・といったパターンに陥ります。安定した仕事に

就くことも難しくなります。これが「負の連鎖・貧困の

連鎖」です。生活は落ち言かず、居場所がないまま社会

に出てしまうのです。そして、悲しいことに、この連鎖

は、世代閨でも連鎖を引き起こします。よく”親の責任

論“を問われますが、韻御さんも負の連鎖の中で育った

方が多いのが現状です｡そして負の連鎖の中にいるお子

さんは、自力で抜け出すことは、なかなか容易ではあり

まん。

さらに、「経験や関係性の貧困」にも陥りやすく、将来に

わたり、大きな影響を及ぼします。部活を続けるには、

ユニフォームやスパイク代､練習試合のための交通費や

昼食代。とにかくお金がかかります。親に遠慮して、部

活を辞めるお子さんもいます。経済的な理由で、交友関

係が保てないことも多々あります｡様々な機会を失った

お子さんは、「あきらめ｣の感情に支配されてしまい、他

人との信頼関係を築くことが困難になります｡諦めの感

情に支配されますと､社会の中で生きていくために必要

な非認知能力の形成がなされにくいという、研究結果が

あります。脳が萎縮してしまうのです。貧困は、見よう

としなければ見えません。黄色信号のお子さんが、私た

ちのすぐ近くにいることを認識して頂きたいのです。

「非認知能力｣の欠如

卓話

子ども食堂について

～子どもの貧困・教育格差をなくすために～

一般社団法人つなぐ子ども未来代表理事兼

愛知子ども応援プロジェクトリーダー安藤綾乃様
同 サポートコーディネーター藤野直子様

皆様、こんにちは。

国際ロータリー第2760地区名古屋

名東RC所属藤野直子と申します。

2017年より「RCC」を結成し、子

ども食堂や学習支援運営者さんと

共に奉仕活動を行っております。

困の現状や、子ども食堂の活動につ本日は、子どもの貧困の現状や、子ども食堂の活動につ

いて、卓話をさせて頂きます。宜しくお願い申し上げま

す。

「貧困の定義」は二つあります。

①「絶対的貧困」：最低限の生存を維持することが困難
な状態で、国連の定義で、一日 1．9＄未満で暮らして

いる方ﾉﾏをさします｡②｢相対的貧困｣;先進国で用いら

れる定義で、文化水準。生活水準と比較して困窮した状

態にあるかどうかということです。

相対的貧困の度合いは、「相対的貧困率」「子どもの貧困

率」を割り出して計ります。世帯の可処分所得を世帯員

数の平方根で割り、等価可処分所得を割り出します。例

えば､A家族さん､ご両親共働きで世帯所得が800万円、

お子さん二人の4人家族、800万円÷､r4=400万円と

なります。次にB家族さん、一人親家庭で、お母様の手

取り額が200万円、お子さんが二人の3人家族、200万
円÷4/~3＝116万円。このように割り出された等価可処

分所得を、低い|||頁から並べ、中央値を特定し、中央値の

半分を、貧困線・貧困ラインと決めます。その貧困ライ

ンに満たない所得で暮らす方々の割合を｢相対的貧困率」

で表し、また、子ども全体に占める、貧困線に満たない

子どもの割合を、 「子どもの貧困率」と定義しておりま

す。

2019年の厚生労働省の国民生活基礎調査によりますと、

127万円が貧困ラインで、子どもの貧困率は、 13．5％

でした。実に、7人に一人のお子さんが、貧困ライン以

下のご家庭で生活をしているという結果です。また、ひ

とり誤家庭の子どもの貧困率は､483％にも上ります。

次に、 「貧困の連鎖」についてです。

趣認知能力＝IOで測定できる能力

⑬非認知籠力=IOで測れない内面の力

0

忍耐力･意欲･自信･自制･協調性．

可ミ可弓ケーション能力

◆幼少期に､脳が委縮すると、

非認知能力は育ちにくい

貧困ライン以下のお子さんの食生活の実態調査を、新

潟県立大学の村山教授が行いました。圧倒的にタンパク

質が足りません。炭水化物で空腹を満たすので、栄壹が

偏ります。

さあ、そこで、居ても立っても居られなくなり、日本中

に「子ども食堂」が胄設されました。最初の子ども食堂

は、東京大田区の八百屋さんが、夏休みに、バナナ一本

が一日の食事というお子さんの話を聞いて、それはいけ
ないと、子どもに食菫を作ったことからはじまりました。

「きまぐれ八百屋だんだん子ども食堂近藤博子さん」

です。

現在は全国に5000か所の子ども食堂があります。子ど
も食堂とは、無料や安価で食事を提供、お子さんに限ら

ず､親子連れや一人住まいのお年寄りもいらっしゃいま

す｡「子ども食堂が､唯一の外食｣という親子も多いです。

学校でも孤立し、家庭もぐちゃぐちゃ、穏やかで落ち着

ける場所がないお子さんたちの居場所となっている子

ども食堂は、地域の交流拠点として成り立っています。
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’ ’＝動歳守ダズそして学習支援にとりくんでいる運営者さんも多いで

す。

『子ども食堂｣とは？

●貧困家庭や孤食のお子さんに､無料や安価で、

食事を提供する。

●お子さんに限らず､親子連れや､お年寄りも利用可能。

｡●●●●●●｡●●●●●●●●●｡ ■●● ■●●●●●●●●O■● ■●O●｡

藤野直子様（名古屋名東RC)

本日は、貴重な卓話のお時間を頂き誠にありがとう

ございます。よろしくお願い申し上げます。

足立一郎

愛知子ども応援プロジェクトサポートコーディネー

ター藤野直子さん、一般社団法人つなぐ子ども未来

代表理事愛知子ども応援プロジェクトプロジェク

トリーダー安藤綾乃様、池森君ゲスト岩田信頁様

ようこそお出で下さいました。

池森由幸

研修医の岩田侑真先生をお連れしました。

ご夫人誕牛円・結婚記念日お祝い

小林英毅

本日は囲碁会です。4Fにてお待ちします。

松岡多加倫

北海道は余市の「ニッキヒルズ」というワイナリー

に行ってきました。フランスのワインコンテストで

日本の赤ワインが初めて優勝したといううわさの赤

ワインが手に入りましたので千種RCの有志の方ﾉﾏと

飲みたいと思います。 12月19日の日曜の午後、お時

間を下さい！

大口弘和

本日の卓話の講師として名東RC藤野直子さんを紹介

させて頂きます。

福井浩道 長谷川亨 林 永芳

伊藤健文 河合隆史 宮尾紘司

中村明文 太田和孝 大谷 恩

重見有美 鈴木聖三 谷口 優

舎人経昭 渡邊源市 吉田 玄

愛知子ども応援プロジェクトプロジェクトリーダー安藤綾
乃様、サポートコーディネーター藤野直子様、本日の卓話

よろしくお願いいたします。

●安心して過ごせる居場所作り。

●教育格差問題への取り組み。

「貧困の連鎖からの脱出」

昨年3月の新型コロナウィルス感染拡大により、こど

も食堂の活動は、大きく変化致しました。厚労省からの

通達により、開催が出来なくなったのです。しかし、運

営者たちは、こんな時だからこそ、子供たちやそのご家

族との鑿がりを続けなければと、食料品のお渡しやお弁

当配布へと、形態を変えて活動を続けています。

ロータリークラブとして、運営者さん方の、やる気がな

くならないような支援が必要です。フードバンクも、エ

リアごとにあるのが理想的です。また、様々な職業を知

る機会が乏しいお子さん達に将来の夢を描けるキャリ

アデザインが出来ればと思っております。

大きな目標は、 「一小学校区に一か所の子ども食堂開

設」と「子ども基金の設立」です。

高校に合格したが、制服代・体操服代などが足りないな

ど、あと少しのお金があったら、人生がかわるという岐

路が、困難家庭ではあるのです。同じスタートラインに

立たせてあげるための基金を作りたいです。

全ての仕組みを変えることは出来ませんが､一つの奉仕

活動でお－人の人生が好転するかもしれません。緒方貞

子さんのお言葉「熱い心と冷たい頭を持って」を胸に、

これからも、ひとりでも多くのお子さんを、負の連鎖か

ら引き上げて差し上げるための奉仕活動を続けて参り

ます。今後とも、宜しくご理解ご協力を賜りますよう、

宜しくお願い申し上げます。

ご清聴ありがとうございました。

1小学校区に

1か所の子ども食堂を！
「子ども墓余』謡立！

21件|合計81,000円｜

●●①●●●●●●●●●●●●●●● ■●｡ ■●a■●①●●●●■■●●●●｡●●■●｡●●●●●●●●●｡●●●■●■●●■●●｡●●●G●●●●●C●
◆

ご案内〆

山本眞輔君

彫刻展を11月20B(*)～12月11B(r)まで

西尾市幡豆ふれあいセンターで開催しております

ﾎﾗﾝﾀﾘｰ芯ｻｰﾄﾌﾚｲｽとして
必要な支援を、

すぐに実行出来る基金を I

I ．~‐ －－． .~‐一~ー

山本眞輔彫刻展

人間讃歌人
一斬りのかたちを求め為て－

クラブより｢愛知子ども応援プロジェクト｣へ支援金5万円
寄付させていただきます
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く同好会報告＞

＊ゴルフ会

＞ご紹介

2021年11月18日（木） ミズーリ植物園日本庭園‘清和園秋の様子です

愛知カンツリー倶楽部

11月18日(木曜日愛知カンツリークラブにて)秋晴れの
下､秋季ゴルフ会が開催されました。

加藤君のご家族が3名ご参加頂き､文字通り会に｢華｣を添
えて下さり､賑やかにも楽しく一日を過ごすことが出来まし

た。
GROSS HDCP NET

優勝 林永芳 97 18．5 78．5
2位 松岡多加倫 100 21.0 79.O
BB 大口弘和 101 18.5 82.5

一
一

一■
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FognftsoverthelakeinSeiwa-en,theJapanese

Garden,onachillyautumnmorning.

当匿 MIssouRI Bo･rA､IcA CARDE IN

’ 11月はロータリー財団月間です ’

ロータリーボイス
～世界で行動する人びとの体験談とストーリー～より＞お知らせ

第50回ロータリー研究会記念講演会

オンライン配信(YouTube)のご案内

2021年12月8日(水)15:00～16:45

日本発＆世界各地のポリオ根絶活動
世界中のロータリー会員がどのようにポリオとの闘いを
支えているかをご紹介します。

フランス：インクカートリッジでポリオ根絶

昨年､ペイ･ド･ラ･ロワール地域とドゥーセーブル地域の

ロータリークラブは､ポリオ根絶のための募金として､空

のインクカートリッジを集めるプロジェクトを開始しました。

今年もフランスとベルギーのクラブに回収箱と宣伝ポス
ターを配布して実施しています｡回収されたインクカート

リッジは､地元の協力団体によってリサイクルされ､その

収益がポリオ根絶活動に充てられます｡ポリオ根絶と環

境保護の両方を兼ねた活動です。

ドイツ：一つのチューリップの球根＝1服のワクチン

2020年､ドイツの□一夕リークラブとローターアクトクラ

ブは､ポリオ根絶の募金活動として､チューリップを販売

するプロジェクトを開始しました｡このキャンペーンは大

成功を収め､12万個以上の球根が植えられました｡今年

もチューリップ.プロジェクトが行われ､10万個の販売を

目標としています｡球根が売れるごとに､ポリオの予防接

種が可能になり､リスク下にある国での保健インフラを推

し進め､ほかの疾病への対応にも役立てられます｡販売さ

れたチューリップの球根は､ドイツ全土のロータリアンや
ローターアクターによって植えられます

鞍
“しようみ…

人生を豊かにするためにRotary
-． A2皇3

2021脚-22年度国際ロータリーゾーン1A,283

ロータリー研究会第馳画記念講演会

『ポストコロナ鰯生命哲学』
自螢の免勧こ暑灘霞識ワグチン！

私たぢは人類とコロナ鋤動…鰯世界壷迎える
'

2021年12月8日水曜日

受付開始14:30講演会15:00～16:45
講演に先立ち、シェカール・メータRI会長よりご挨拶

■講演者

福岡伸一（ふくおか・しんいち）
青山学院大学教授・生物学者

1959年東京生まれ．京源大卒。

米雪ハーバード大医学部博士研究員、京都大助
教授などを経て青山学戻大教授･米国ロツクフ
ェラー大客員研究者．
サント靭一学芸賞を受貢しベストセラーとなっ

た『生拘と義生物のあいだ」 （謙譲社現代新香
）、 ［…』 《木楽舎)葱ど、 灯生命とは
何か‐を鐵霜勤ら問い直した著作を数多
く発表．
大のフェルメール好きとしても麺られろ。

講演の詳細はこちらから

hrps://ri-seminar.com

続きはMyROTARYから rotaryblogja.org

次回例会: 2021年12月7日（火) 12:30名古屋東急ホテル3F「錦の間」
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