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青少年奉仕月間

西田 末彦

2019年5月16日
第1245回（本年度 第41回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「花」
:
●卓話 終末期における歯の付き合い方
金森 市造 会員
■第12回6月度 新旧合同理事会
13：40〜 サファイアルーム

次回 5/23 のお知らせ
■移動例会
●例会

11：00〜
かごの屋 池田市役所前店
その後、
日清チキンラーメン
博物館見学

いよいよ、大型連休も明けて皆様、頭も身体も仕事モードにロータリ
アンモードになってると思います。
先々週の4月27日から2泊3日で台北福齢RCの21周年記念式典及び
祝宴に行って参りました。今回は会員、家族合わせて8名で行って参
りました。台北福齢RCは行った人なら分かると思いますが、今回も本
当に大歓迎してくださいました。祝宴はいつもながら派手な演出で、
今回は女性会員と会員の奥様方によるファッションショーやミニス
カートでのダンス、
そして皆さんによるカラオケ大会など、
すっかり台

現地集合で11：00に
「かごの屋、池田市役所前店」
です。
■5月30日
（木）戸田会員の卓話です。
ご準備、宜しくお願い申し上げます。
■6月6日
（木）委員会報告です。
各委員長・小委員長ご準備、宜しくお願い申し上げ
ます。
■6月13日
（木）満村会員の卓話です。
ご準備を、宜しくお願い申し上げます。
北福齢RCの風物詩となっております。
また翌日の夜は台北福齢RCと私達合計20名程で歓
迎食事会を開いてくださいました。今更ながら台北
福齢RCと大阪中之島RCの親睦と絆が更に深まった
様な気がしました。良いツアーだったと思います。
さていよいよ明後日の土曜日は大阪中之島RC主催
のフレッシュロータリアン研修交流会が御座います。

地区委員会、
その他の報告です。
■「IM6組ロータリーデー」
ホスト：大阪大手前RC
日程：5月11日
（土）13：00〜16：50
場所：大阪府立男女共同参画・青少年センター
（ドーンセンター）
■「IM6組フレッシュロータリアン研修交流会」
ホスト：大阪中之島RC

おそらく大方の会員の方は13時からのロータリー

日程：5月11日
（土）17：30〜20：00

ディに引き続き参加されると思います。終わるのが8

場所：大阪府立男女共同参画・青少年センター

時過ぎになると思われるので長丁場になりますが、
ご協力宜しくお願い致します。

（ドーンセンター）
■「規定審議報告会」
日程：5月18日
（土）9：30〜12：00

幹事報告 (5/9)
2018-19年度第1244回（第40回例会）

会場：大阪YMCA会館
幹事 藤本 淳司

■「国際ロータリー第2660地区 ロータリー学友会
総会」
日程：5月19日
（日）17：30〜20：30
会場：ヴィアーレ大阪

2階 安土の間

■「第2660地区 2019-2020年度のための会員増強
セミナー」
日程：5月25日
（土）13：00〜16：00
会場：大阪YMCA

2F 大ホール

会長エレクト、次年度幹事、次年度会員増強委員
長、
ご出席を宜しくお願い申し上げます。
■5月は青少年奉仕月間で本日は青少年奉仕委員
会フォーラムです。
北村譲委員長、
ゲストスピーカーの川辺様、宜しく
お願い申し上げます。
■5月16日
（木）金森会員の卓話です。
ご準備、宜しくお願い申し上げます。
■5月23日
（木）職業奉仕委員会の移動例会です。
池田市「カップヌードル ミュージアム」
で見学体験
研修を予定しております。

■「大阪大手前RC・大阪中之島RC合同ゴルフコンペ」
日程：5月26日
（日）スタート7：44〜
場所：オリムピック倶楽部
■「ハンブルク国際大会（ドイツ）」
日程：6月1日
（土）〜6月5日
（水）
■「三世代クラブ有志合同懇親会」
ホスト：大阪中之島RC
日程：6月13日
（木）18：00〜
場所：大阪倶楽部

青少年奉仕委員会 クラブフォーラム こどもの未来を考える〜こども食堂の実践から〜

北村 譲 委員長、講師：にしなり☆子供食堂 代表

川辺 康子 様

十分なんだと、目の前のこども達が大人が思う
「来て
ほしいこども」
でなくても、
こども達がその場を必要と
していることが大切なことで、
「 貧困のイメージを払
拭したい」
という一方で、
「 来てほしいこどもが来な
い」
と相反する思いがそこにはあるけれど、問題の本
質はそこにはなく大人1人1人の思いや考え方の問
題だと思います。
最近「こども達が夢を実現する社会」
というフレーズ
をよく聞くようになりました。地域や社会との関りが少
ない家庭が増加する中で、
こどもは将来の夢や希望
を大人から聞かれます。
こども達は自分が「将来こん
な大人になりたい」
とか「こんな仕事をしてみたい」
と

川辺 康子様のプロフィール
1966年1月12日、大阪市西成区で生まれる。
2001年4月、わが町にしなり子育てネットの子育
て支援員として子育てにかかわる。
2007年4月、西成よみかき教室のコーディネー
ターとして識字に関わる。
2008年大阪市人権協会に就職し、西成人権文
化センターに相談員として、2009年4月から、西
成教育サポート7校区連絡会の事務局として教
育に本格的にかかわる。
2010年大阪市立市民交流センターにしなりで
子育ち支援を行いながら、若年の識字問題とも
向き合う。
2012年「にしなり☆こども食堂」
を開催、2016年
10月
「こども食堂ネットワーク関西」の代表に就
任、2018年12月
「特定非営利活動法人西成チャ
イルド・ケア・センター」代表に就任。

想像するためのロールモデルになる大人との関りや
つながりがないままこうした問いかけをされ、将来を
考えさせられているのです。
こども達にとって、
そこか
ら具体的な夢や未来の姿は見えてくるはずはありま
せん。
こどもは、周りのおとななど他者との様々なつ
ながりや出会い、経験の小さな積み重ねがあってこ
そ、主体的に自分の夢や将来を思い描けるようにな
るのではないでしょうか。
こどもの貧困を放置してしまうと、社会の支え手が減
ると同時に、社会に支えられる人が増えてしまうため、
めぐりめぐってそのコストを社会全体で負担しなけ
ればならない。
こどもの貧困の社会的損失推計結果からは、
こどもの
貧困対策を「投資の視点」で再構築することの必要
性があります。
こどもの貧困対策は長期的にみて社会的な便益の大
きな政策であり、福祉としてだけではなく投資として
も重要で加えて、
こどもの貧困を放置すれば、その社

現在はにしなり☆こども食堂の開催、
よみかき教

会的損失をゆくゆくは社会全体で負担していかねば

室の運営、子育て・子育ち支援を行いながら世

ならないこと、
つまり税負担の増加や公共サービスの

代を超えた地域のつながり作りを行っている。

縮小となることが避けられない。
こどもの貧困は他人
事として放置してはならない「自分事」
なのである。

「こども食堂」＝「貧困」のイメージがあるために、
「こ
ども食堂」
というネーミングがよくないのではという
意見もありますが、
その一方で
「食堂に本当に来てほ
しいこどもが来ない」
という声も聞かれます。
「ほんと
うに来てほしいこども」
とはどんなこどもをさすので
しょうか？こども達が地域で開催している
「こども食堂
に足を運び、
そこに自分の居場所を見つける」
それで

もう一つ忘れてならないことは、周囲との関わりがあ
まり持てない暮らしの中で子育てをしなければなら
ない親たちも、
自分自身がつながりや経験をたくさん
持てない暮らしをくぐって大人になり、子育てを行っ
ているということです。
「子どもの貧困」が日本社会全
体に大きく広がり、深く進行しつつある現在では、そ
んな親たちに寄り添い「子育ち」
を地域ぐるみで支え

見捨てられたりすることのない社会づくりこそが、貧
困を減らし、負の連鎖を食い止めることになるのでは
ないでしょうか。
「にしなり☆こども食堂」は一地域の小さな取り組み
ですが、困難なくらしを抱えるこどもが消極的な選択
の中で自分の将来を決めるのではなく、
「地域・学校・
家庭」がつながり、
こどもたちを「地域で育てていく」
ことこそが大切です。1人の支援者の力だけではなく
「来ているこども達や親と一緒に作る場所」に関わり
続けていき、
「こどもが安心して過ごせ、ほんとうの自
ることができる仕組みづくりを行う必要があるのです。
そしてこどもや親支援を行うとき、支援者の手が届く
こどもや親だけが支援をされるのではなく、
そんな枠
にはまらないこどもや親にも、
しっかりとした支援を
届けていくことが大切です。社会がきちんと意識して
「見ようとしなければ見えない、聞こうとしなければ聞
こえない」
こうした人たちの暮らしや願いをどれだけ
見て、聞いて、受け止めることができるかが問われて
います。すべてのこどもが準備不足のまま社会に投
げ出されることのないように、誰一人忘れられたり、

分で居られる居場所」を作っていくことで、
「こども・
親・ボランティアという参加者全員にとって大きな輪
で囲み、
「人から大切にされている私」がしっかりとわ
かる形が、安心につながりひとりぼっちにさせない仕
組みづくり、
こどもにいろんな可能性が広がるような
地域社会づくりをめざしたいと思います。
最後になりますが、居場所とは
「人」
です。
「にしなり☆
こども食堂」
という居場所に関わることで、関わる
「人」
とのつながりで
「人は変わっていく」
とこども達や
関わる全ての人から教えられました。

青少年奉仕月間・クラブフォーラム テーブルミーティング
・継続的な支援（レクレーション等）が、大切だと考え
られる。
・戦後の教育が従来あった“日本人の良さ”を無くして
いる。根本的に教育システムを見直すべきである。
Bテーブル
・マンションなどに住んでいると周りの人達と子供と
の接点がない。確認して声も掛けられない。
・地域社会、
コミュニティで子供を見守るのが大事。
・地域で子供を見ている。
子供会やパイプラインがある。
・子供を支援している人を支援するのが大人の役割。
Aテーブル
・職業柄、大人を通して子供に接している。
大人の職場環境が整っていない為、子供たちに悪
影響をあたえている。

・川辺さんが「何かしに行かんとあかん」
とそれでもや
るというのはすごいと思う。
Cテーブル
・それぞれの会員が幼少の頃は、現代と違って家族

・少年犯罪はこのところ著しく減少している。それは、

構成が大人数であったり、近所付き合いが密接で、

外出しないで家に閉じこもっているからだと考えら

学校から帰ると年上の先輩達が面倒を見てくれ一

れる。

緒に遊んでくれたり、大人達も気さくに声を掛けてく

・子供食堂において、食事だけの提供ではなく、“ふれ
あい”や“躾”を施すことが、大切である。

れ、
また食事面でも他の家庭と一緒に食事をする事
も多くあったとの意見があり、地域で子供を育てて

いくと言う環境が存在し、学校から帰ると子供達の居

・自分は「鍵っ子」
で育ったが仲間との触れ合いで救

場所が確保されていた。
だが、現代は社会構造や経

われた。ボーリングの時の子供たちの喜びを見て、

済状況が大きく変化し、核家族化、片親の家庭、共

仕事をしている時間もさながらやはりこうした時間

働き、貧富の格差などで、
こども食堂がそれらの問

を作らなければと思った。

題の受け皿として必要ではあるが、一方で経済的に

・子供の高いプライドを傷つけない方法での有り方

ゆとりの世帯も利用している事から、子供を育てる

が大切である、其々の子供の実態を把握して接する

と言う親の責任も考える必要がある。

べきである。
・男女同権、男女雇用機会均等法の風潮の延長上に

Dテーブル
・恵まれた
「子供食堂」
でなく190団体のもっと恵まれ
ない団体の実態を知りたい。
・
「食育」は子供にとって一番大切であるのに他人が
かかわり過ぎると親との関係に必ずしも好影響には
ならないのではないだろうか。
・西成は生活保護を受けている人が集中している。親
がその保護の大半を消費して、子供に使われてない
実態があるのではないだろうか。

「子供食堂」がある。家の小鳥を見ていてもメスはメ
スの役割をきっちり果たしている。
そしてメスは雛に
一生懸命えさを与えている。人間は考え直す時期に
きていると思う。
・三世代同居の効果も考える必要があり、祖父母が家
にいるのが子育ての原点である。他人に任すべきで
はない。
・教育の原点は母親である。他人任せでは駄目である。
・母親の教育も必要である。

本日のメニュー

小

鉢

子持ち昆布とわさび菜の浸し
糸花

造 り

鯛 たこ炙り あしらい

煮

物

筍豆腐
菊菜

八

寸

小付 刺身湯葉 旨出汁餡
海老おかき揚 スナップエンドウ
煮玉子 蝦蛄真丈 鰆木の芽味噌
はじかみ

茄子水晶煮

差し物

牛すじ玉地蒸し 焼餅
椎茸 三つ葉

食

事

白ご飯

留

椀

赤だし

香の物

楓麩

百合根

下 岡 金 属 製作

所時代の野球チーム

昭和28年頃、株式会社シモオカ
（当時：下岡金属
製作所）
は社内で野球チームを持っていました。
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ニコニコBOX

西田：本日の社会・青少年クラブフォーラム、北村委員
長、宜しくお願いします。
ちなみに本日は平成最後の例会となります。ニ
コニコ
木村：川辺さん、卓話宜しくお願いします。
藤本：北村委員長・川辺様、本日の卓話宜しくお願い
します。
村上：川辺様、本日の卓話楽しみです。ニコニコ

▲お誕生日のお祝い：左より嶽下 勇治会員・前田 隆司会員・北村 讓会員・
木村 眞敏会員・西田 末彦会長

北村（讓）
：川辺様、本日青少年月間の卓話有難うござ
います。
また、
フォーラムでテーブルミーティングを
行ないますので、皆様の活発な意見を宜し
くお願いします。
戸田：不覚にも連休明けに風邪を引きました。皆様も
お気をつけください。
吉田：ニコニコ
高島：胃、大腸検査無事でした。ニコニコ
嶽下：ニコニコ
早瀬：月初です。ニコニコ
嶽下：ニコニコ
辻（一）
：なんとなく懐かしい気持ちになりました。
これ
ではDテーブルの脱出は無理ですね！
前田：お久しぶりですが、
申し訳ありません、
早退します。

▲結婚記念日のお祝い：左より津崎 慶一会員・上瀬 匠会員・
木村 眞敏会員・山本 肇会員・西田 末彦会長

辻（義）
：ニコニコ
上山：暑さ、寒さの差が大きいですね。
檜皮：台北福齢21周年に参加してきました。会長の奥
様より今までの訪台で一番楽しかったお話をさ
れました。何よりのお土産です。
満村：ニコニコ
栗山：ニコニコ

本日合計 : ￥40,000
計 : ￥1,957,501

累

●出席報告
▲事務所創立記念日のお祝い：左より戸田 佳孝会員・北村 薫会員・
西田 末彦会長・辻 義光会員

●本日のゲスト

にしなり☆子供食堂 代表

●メイクアップ
北村 薫
杉村 雅之

3月 6日
3月 6日

川辺 康子 様
春の家族会
春の家族会

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

35名
6名
0名
31名
4名

出席率
4月11日の修正出席率

●本日のビジター
大阪南RC

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

1名
0名
1名
0名

88.57 %
91.42 %
米田 幹郎 様

