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会員数 100 名

出席者数 61 名

ビジター紹介（親睦活動委員会

出席率 66.3％
金子昌郞委員長）

仲村久代様（ゲストスピーカー）
ラズ クマリ タマン様（米山記念奨学生）
会長挨拶（印出井敏英会長）
いよいよ私の会長が最後の月になりました。色々な事が走馬燈のように思い出されます。私は、自分に
対して合格点を上げられるのかなと思います。前回は、色々立て込んでいました。5 月 23 日、16 名で東
京ロータリークラブへ訪問させて頂きました。会員様が 336 名のクラブで、日本で一番です。あと、2 年
で創立 100 年を迎え、日本のロータリー100 周年と同じです。非常に色々勉強になりました。各テーブ
ルに 10 名ほどが着席し、各テーブルマスターがメイクアップされる方を、テーブルの皆様に紹介されて
いました。会長さんもゲストの紹介をされていました。その様なところも、歴史のあるクラブだと思いま
した。東京ロータリークラブでは、年代別親睦会・趣味の会・ゴルフの会・茶の湯を楽しむ会・写真の会
等の会があります。私どもで訪問した時のビジター数は、45 名でした。是非、皆様も一度訪問されて見
て下さい。
今年度国際ロータリークラブより、2016 年度の規定審議会において、人頭分担金 2017-2018・20182019・2019-2020 年度の 3 年間にわたって 4 ドルずつ増額することが採択されています。
今、パワハラ・セクハラ・個人情報等問題になっております。我々のこれからの活動におきましても、
常に考えながら実行してゆきたいと思います。ロータリー財団へのご支援を有り難うございますという
連絡が来ております。以上です。
誕生祝（親睦活動委員会
池田宰会員

矢治和之委員長）

助川通泰会員 宮本昌隆会員 宮田初男会員

結婚祝（親睦活動委員会

矢治和之委員長）

荒井規雄会員 和田均会員 印出井敏英会長 矢治和之会員 青木栄久会員 小林宏会員 明賀一博会員
奥様誕生祝（親睦活動委員会

矢治和之委員長）

重信玲子様 関口美佐子様 岸本眞理子様 齋藤清恵様 大塚順子様 加藤京子様 宮本恵子様
幹事報告（飯村悟幹事）
本日、11 時 30 分より第 12 回理事回が開催されました。6 月 1 日現在会員数 100 名です。入会申請者
1 名です。ロータリーレートは、110 円です。今月 6 月 23 日～27 日にカナダのトロントで開催されます

国際大会に、当クラブより 3 名の方が参加されます。大会登録料は、クラブで負担させて頂く事になり
ました。IR 国際大会で当クラブでは 2 名の代議員数を有しておりますので、参加される 3 名の方には投
票してきて頂きたいと思います。来週例会終了後、今年度事業担当者から次年度担当者の方への引き継
ぎの会合がございます。以上です。
ロータリー財団委員会・米山記念奨学委員会 報告

阿部欣文ロータリー財団委員会 委員長

今年度、会員の皆様には多大なご協力を頂きまして有り難うございました。募金缶の集計をさせて頂
きました。財団と米山を合わせまして、454,720 円です。ロータリー財団は、全会員の方からお預かりし
ております金額と合わせまして 1,859,360 円です。一人当たり 17,708 円です。米山記念奨学会の方が未
だ達成しておりませんので、ご協力を宜しくお願い致します。本年度は、どうも有り難うございました。
次年度事項（岡﨑善胤会長エレクト）
次週例会終了後に、今年度と次年度の委員会の引き継ぎの時間を設けております。今回を含めまして
残りの例会前後に、しっかりと引き継ぎをお願いしたいと思います。本日 18 時より、事務局において次
年度理事役員会を実施致します。本日、次年度第１回クラブ協議会開催の連絡をファックスさせて頂き
ます。関係の方には、是非ご出席をお願い致します。
ニコニコボックス委員会（金成倫委員長）
誕

生

祝：宮田初男会員 助川通泰会員 金子昌郞会員 宮本隆昌会員

結

婚

祝：印出井敏英会長 和田均会員 明賀一博会員 矢治和之会員

奥様誕生祝：宮本隆昌会員 関口快流会員 加藤幸夫会員 大塚秋二郎会員
米山記念奨学生報告

ラズ クマリ タマン様
皆さん、こんにちは。本日は、ネパールについてご説明させて頂きます。
これは、ネパールの国旗です。
卒業後日本で就職し、その後帰国して貧しい子供達やストリートチルドレン
と言われる子供達の生活を変える為に働く予定をしています。
ネパールは南アジア、人口は 2,900 万人、貧困率は 25％、民族は 126 あり
ます。言語は、120 です。ヒンズー教は 85％、仏教は 10％、他です。

ネパールの挨拶言葉です。日本の｢おはようございます・こんにちは・さようなら｣は、｢ナマステ｣という
1 つの言葉で表わせます。｢有り難うございます｣は、｢ダンニャバード｣です。｢又明日｣は、｢ベトゥンラ｣
です。ネパールで有名なものは、ヒマラヤ山脈エベレストです。次にお寺が有名です。2015 年の大地震
で、倒れてしまいました。ある程度は、つくられてきております。3 番目は、自然です。ネパールの食事
は、カレーです。もし皆さんがネパールにお越しになる時は、カトマンズのお寺に是非行って見て下さ
い。この画面は、お茶をやっているところです。こちらは、ネパールの民族衣装です。民族が多いので、
言葉も多いです。こちらは私の興味を持っている農村の子供達の生活、そしてストリートチィルドレン
と言われる子供達の写真です。以上になります。有り難うございました。
----

会長よりクマリさんに奨学金が、お渡しされます。----

プログラム紹介（プログラム委員会

松本春枝委員長）

6 月 8 日付で東京の人事局に異動になりました。2 年間お世話になりました。なにも分らなかった私
を、伝統のある宇都宮ロータリークラブの仲間に加えて頂き、温かく迎えて頂き、色々教えて頂き、有り

難うございました。大変良い経験をさせて頂きました。御礼申し上げます。
本日の卓話の紹介です。認定特定非営利活動法人サバイバルネット・ライフ代表の仲村久代様をお招
きしております。仲村様のご出身は、東京都です。1990 年からヒスパニック外国労働者支援に関わって
こられ、又売春や人身売買又 DV 等の支援もされています。1996 年から DV 被害者支援活動を開始され、
2006 年県中央地域に一極集中されていた DV 専門相談窓口を県南地域小山に立ち上げ、シェルターの応
援を始められました。以降女性と子供の為の人権を守るという視点で、暴力の無い安全で安心して暮ら
せる社会を目指し長期的な支援をされていらっしゃいます。宜しくお願い致します。
卓話 ｢ 子供の貧困と DV｣
認定特定非営利活動法人 サバイバルネット・ライフ代表

仲村 久代

様

皆様、こんにちは。仲村です。本日は、お招きを頂き有り難うございます。
今、子供の貧困が叫ばれています。昨年は、6 人に 1 人の子供が貧困と言わ
れました。今年は、7 人に 1 人と言われています。それは、生活保護の基準
が下がったからです。母子世帯の平均年収が、223 万円、50％以上の母子家
庭が相対的に貧困です。宇都宮市では、母子家庭が 15,252 件とされていま
す。その内の 7,748 件、推定 12,455 人の子供達が貧困家庭と思われます。
先進国の中での貧困率は、日本がダントツです。女性の給与又社会的地位が低いのは、日本です。子供の
貧困と言っても、子供が一人で貧困になるわけではありません。子供の背景には、家庭が有り、父子家庭
があります。つまり貧困というのは、家庭が貧困ということです。両親が別れる大きな一番の理由は性格
の不一致、二番目はドメスティックバイオレンスです。私は性格の不一致の中に、ドメスティックバイオ
レンスが入っているのでは無いかと思っています。別れた女性の中で養育費をもらっているのは、僅か
18％です。DV で暴力を振るう夫からいち早く別れたい、二度と会いたくない、子供に DV をされたら、
教育費をもらい又子供に会わせろ！となったらと、女性の方から縁を切り教育費をもらわない事も有り
ます。それこそが貧困です。DV の女性達が来られる時は、裸足で子供の手を引いて何も持たずに身一つ
で逃げてきます。今私はシェルターの他に、虐待を受けている子供達の支援をしています。子供たちに
は、手厚い支援が必要です。風呂に入れない、下着も汚れ、生理用品も買ってもらえない。その様な子供
達は、匂いが有る為子供食堂にも行けないのです。この様な子供達は、友達の家や誕生日会に呼ばれるこ
とも有りません。放課後、スタッフがこの様な子供達を家迄車で迎えに行きます。子供たちの居場所で子
供達をお風呂に入れ、衣類の洗濯をして、食事をさせ、19 時 30 分位までに子供達を家に送り届けます。
夕食は、スタッフが手作りで準備をします。子供達も慣れてくると｢美味しいね！｣と言ってくれます。野
菜や果物は、ほとんど食べたことが無いようです。他に、保護者から相談を受けたりしています。月・火・
木・金曜日、放課後から夜 19 時迄です。今 12 人の子供達が来ています。養育者の問題が色々あります。
パチンコ・アルコール・恋愛・DV による精神疾患・病気等です。若年出産も大きな問題です。又母親が
罪を犯し収監されており、子供が私共の所に来ている例もあります。女性達のほとんどが、暴力被害体験
者です。特に性暴力の被害が多く、若年出産で 16 歳から 18 歳位で子供を産み、DV で別れたとなると
働く所が有りません。高校を出ていないので、キャバクラで働くようになります。キャバクラにも託児所
が有りますが、一晩 3,500 円位かかります。費用がかかる為、子供が一人で家にいます。これが子供の貧
困です。ほとんどの家族の中に暴力的な人がいます。この画像は、ゴミのある家です。この中で、子供達
は暮らしています。この様な家庭にはジャンクフードが多く、今 5 年生の子供で 72 キロある子供がいま
す。この様な食べ物で太ってしまいます。家族構成の中に、おじいさん・おばあさんもいながら暴力を振
るったりする人がいます。又、おじいさん・おばあさんがいながら、未だ一度も会ったことが無い、助け
てくれない、又近所とも疎遠、その様な貧困も有ります。勿論愛情は無く、｢お前なんか生まなければよ

かった｣｢何で、お前がいるんだ｣と、言われたりする事もあります。私達の所の子供達は、中学を卒業す
ると社会に出ます。これでは、働けないだろうと思います。来ている子供達は、ごく普通の生活を知らな
い保護の貧困も有ります。しつけは、出来ていません。歯磨きはせず、靴を揃えることを知りません。お
母さんがパチンコ等に行っているので、お腹を空かせで万引きをした事も有ります。遅刻・欠席も多いで
す。家には 1 分でも遅く帰るようにしていると、子供達は言います。家に帰っても誰もいない、食べる
ものも無いと。電気も止められているので家に帰りたくない。夏暑い時に、水道の水も飲めない子供がい
ました。私は市役所に行き｢子供を殺すきか？｣と、水道を出してもらいました。ある子供は病気でも病院
へ連れて行ってもらえず、病院へ行った時リンゴ病と言われました。ある子供は穴のある服を着て、靴は
履いておりませんでした。服と靴を渡しますと、靴を履いてきませんでした。来年お姉ちゃんが中学に入
学するので････と答えました。黒い靴を渡しますと、弟が履いていました。優しい子供です。この子の弟
は、ランドセル無しで 2 週間も通学していました。貧困は、見えない振りをしています。この子は 2 年
生です。お母さんが愛情をかけた育児をしてきませんでした。2 年生になっても、おむつをしていました。
中学を卒業したら、働いて自分の物を買う生き方をしてほしいと思います。こちらは、お父さんの暴力で
す。母親の買い物は、父親の承諾が必要です。子供を守ると父親の暴力を受けるので、子供を守れません。
弱い者は、上に立ち向かうことが出来ません。この子は、お祖父さんにやられました。お祖父さんが刑務
所から出所する時、おびえて保護してほしいと訴えました。この様に保護する所が、まだまだ少ないで
す。児童相談所や養護施設も足りません。この子は、トイレを非常に怖がりました。家に帰るとお母さん
にトイレに閉じ込められ、膝をハサミで切られたと言いました。未だ 7 歳でした。この子は、満足に食
事を与えられておりません。何時も長袖を着ているのですが、たまたまその日は半袖を着ていました。腕
に真っ赤な噛み付き跡が有りました。｢お母さんにやられた｣と話してくれました。学校・市の子供課に連
絡をし、子供も家に帰りたくないと話し、その夜児童相談所に保護されました。これは、DV の家庭です。
幼少期から父親に DV をされていました。この子は中学 2 年生ですが、小学校 2 年生ぐらいの体型です。
お母さんからの愛情がなく、成長ホルモンが出ないのです。この子供は中学生ですが、自転車に乗れませ
ん。注射が高額なため継続して医療行為を受けられず、今このままで暮らしております。この子は｢僕は、
6 人兄弟だよ｣と言いますが、4 人です。母親が 2 児を中絶した事を、子供達の前で話します。そのため
子供達は｢ママが、子供 2 人を殺した｣と言っています。4 人は何時も暗くなるまで外で遊んでいます。４
人の内の 1 人は、何時も｢ごめんなさい。ごめんなさい｣を連発、何時もお母さんにそう言っているのだ
ろうと思います。この子は、6 畳 2 間に 15 人で住んでいます。お姉さんは 16 歳で妊娠をし、この子は
昨年レイプされました。6 畳 2 間に 15 人いれば、この子の座るところが有りません。この子は 6 年生で、
72 キロです。お母さんの暴力で精神障害１級です。お母さんも子供の時虐待されていました。この 4 月
に 5 度目の結婚をしたのですが、49 歳のお母さんは未だにオムツをしています。子供の頃の児童虐待が、
どれほど酷く又長く影響を与えるか、私達はよく見ています。この子は聴覚過敏の発達障害です。音が異
常に気になる聴覚過敏です。妹さんの泣き声がたまらなく気になり、小学校 5 年生から妹さんを何度も
何度も殴り警察沙汰になっています。お母さんの教育の力が少し弱くて、誰かの助けが必要です。これ
は、お母さんが収監され学校に行かずに赤ちゃんを見ていた子供です。これは、性行為を目撃した子供で
す。自分で作った段ボールに入っています。この子は DV の被害者です。お母さんが昨年自殺しました。
昼間見えたお客様がドアを開け閉めしたのを夫に見つかったと思い、薬を多量に服用し自殺未遂をはか
りました。これは初めて初詣に行ったときの DV の被害を受けた子供達です。この様に普通に食事をし
て、子供達の回復を図っています。子供の貧困の放置は、社会・行政・私達のネグレクトです。この子供
達が、日本を背負っている子供達です。高齢者問題や薬物問題は、社会的問題になってきています。子供
の虐待や DV も早く社会問題として、全力で取り組んでほしいと思っています。問題は、子供の回りに
有ります。子供の貧困問題には、女性の貧困があります。子供の貧困だけでは解決しません。家庭・家族

の支援が、欠かせません。私達は毎月 30 キロのお米を運んで、各家庭を廻ります。6 月から小山で作品
展を開催致します。早口でお話をしてしまい、失礼を致しました。本日は、有りがとうございました。
＝今日の食事＝
中華料理弁当
豚肉とクラゲの塩味炒め
海老のチリソース
鶏の唐揚げ
ご飯

春巻き

ザーサイ

餃子

スープ

＝卓話予定＝
【6 月】
6月 5日

仲村久代様

認定特定非営利活動法人サバイバルネット・ライフ

～子供の貧困と DV～

6 月 12 日

1 年を振り返って

6 月 19 日

1 年を振り返って

6 月 26 日

1 年を振り返って

会報担当：小林 健二 会員
画像担当：菅谷 隆臣 会員

印出井敏英会長

飯村悟幹事

