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本日のプログラム
　「働き方改革」
　笹井社会保険労務士事務所
　社会保険労務士　笹井茂樹 様

９月27日のプログラム
　「岡山東 RC 創立50周年
　　　“昔の思い出シリーズ”」
　鳥居滋 パストガバナー，更井正人 パスト会長

例会報告（9/13）

出席報告
会員数　101名（内出席免除者13名）
出席者　81名（内出席免除者出席13名）
出席率　80.20％（前々回訂正後出席率94.95％）
ビジター　０名

会長挨拶
　皆さんこんにちは。先週の例会日の夕方からベトナム出張に行っていた関係で，土曜日の麻雀同好会

「東風の会」例会と豪雨災害支援活動「第２弾　絆プロジェクト」を欠席し，大変申し訳ありませんでし
た。特に後者の奉仕活動では山下和也副会長に会長代行をお願いし，神田社会奉仕委員長と井上和宣親睦
活動委員長にご活躍いただきましたこと，お礼申し上げます。今回は，気仙沼の坂井様からだけでなく，
氷見中央 RC 様や同市観光協会様からのご支援を頂き，大変ありがたく，深く感謝申し上げます。
　さて今月は，「基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間」です。全国の平均非識字者率は明治
以降の初等教育の普及により，急速に低下し，現在の識字率はほぼ100％と言われています。
　しかし，ある統計では，中学３年生の約15％が，ひらがなやカタカナなどの文字を読み書きできるが，
書かれている内容を理解・活用できない「機能的非識字」者だそうです。彼らは Facebook や Line など，
日常会話の延長で文字会話の読み書きはできるが，新聞や教科書の文章を読んで情報を得る，何かを判断
して回答する，日本語基礎力が不足しているそうです。
　そのような子は家庭環境に問題のある確率が非常に高く，片親家庭で親が家にいないなど，生活に困窮
していることが問題で，日常的に言語に触れ，正しい言語感覚や能力を育てる機会に恵まれていません。
また，稚拙な文章しか書けない大学生や社会人も増えています。シングルマザーの貧困は社会問題化して
いますが，子供の基礎能力にも影響しています。日本の離婚率が３組に１組であることを真剣に考える必
要があります。実際，国・自治体による就学援助を受ける生活困窮家庭児童・生徒は，2012年度で155万人

（15.6％）に登ります。World Literacy Foundation のレポート（2015）によると，日本での非識字による経済・
社会的損失は年間約951億円（$84.21billion）に上り，アメリカ（$362.49billion）と中国（$134.54billion）に次ぐ世

お 食 事
八宝菜，クラゲと春雨のサラダ，大根餅，
御飯，中華スープ，杏仁豆腐，コーヒー



界第３位だそうです。この問題は，皆さんの会社や組織に損失を生じさせるかもしれません。
　そしてまさに，この問題を雇用の視点から考えるシンポジウムが，今月17日の祝日に山陽新聞社さん太
ホールで青少年奉仕・社会奉仕両委員会事業「身近な『子どもの貧困』考えるシンポジウム」として開催
されます。是非，お越しいただき，ご一緒に考えていただけると幸いです。
　では，本日も「親睦を深化し，一隅を照らそう」でお願いします。例会をお楽しみください。

幹事報告
１．第２回 I.D.M. の開催のご案内，第１回指名委員会のご案内を関係各位にポスティングしております。
２．９日（日）氷見中央ロータリークラブと一般社団法人氷見市観光協会から，平成30年７月豪雨の災害

支援金をお預かりしましたので，岡山県に届けさせていただきます。
３．岡山シーガルズより，９月23日（日）笠岡総合体育館で開催されます女子バレーボール地域応援チャ

リティーマッチ（第１回山陽ダービー）の案内チラシが届きました。入場無料とのことですのでご興
味のある方はぜひ応援に行ってください。

４．他クラブ週報を回覧いたします。

委員会報告
●会員増強委員会　浮田實 委員長
　本日例会後13時30分より，９階レストランにて第２回会員増強委員会を開催いたします。委員の皆様，
よろしくお願いいたします。

●出席委員会　横田亮 委員長
　本日，10月10日（水）の岡山ロータリークラブメークアップ体験と，11月30日（金）・12月１日（土）の京都東
RC メークアップ並びに職場訪問ツアーのご案内をポスティングさせていただきました。詳細につきまして
は，菅野職業奉仕委員長よりご説明していただきます。

●職業奉仕委員会　菅野正則 委員長
　出席委員会と職業奉仕委員会合同事業での京都東 RC メークアップツアー及び研修旅行の内容をご説明さ
せていただきます。
　日程は11月30日（金）〜12月１日（土）　岡山駅 新幹線改札口前 ９時30分集合。
　京都東 RC メークアップツアー後，松下資料館にて松下幸之助氏のものの見方・考え方の講話をお聞きす
る事で経営者又は幹部の方々のお役に立つ事と思います。その後は京都祇園の美登幸にて懇親会と京都な
らではの落ち着いた和のお座敷で京料理を楽しんでいただきながらチョットしたサプライズを考えていま
す。お楽しみにして下さい。
　翌日は妙心寺退蔵院にて松山副住職の法話を拝聴します。職業奉仕について学ぶことを目的とします。
予約の関係もございますので締め切りを10月１日（月）までとさせていただきます。多数のご参加をよろし
くお願いいたします。

●青少年奉仕委員会　和氣伸吉 委員長
　以前にもご案内させていただきましたが，９月17日（月・祝）13時30分より開催されます「身近な『子ど
もの貧困』を救うインスピレーションとなる，居場所づくり支援」のシンポジウムをさん太ホールで開催
いたします。お時間がある方は是非ご参加ください。
　また，当日お手伝いをしていただける方を事前に確認をさせていただいております。集合時間を11時30
分とさせていただいておりますので，お時間までにお集まりください。

●ゴルフ同好会 探鳥同好会　小橋雅治 親睦活動副委員長
・ ゴルフ同好会第２回例会の組み合わせ表を本日ポスティングしております。本年度より会費を事前集金

とさせていただいております。キャンセルは20日までに小橋（090-4692-7396）までご連絡いただきますよ
うお願いします。それ以降のキャンセルはキャンセルフィーとさせていただきますのでご注意ください。

・ ９月30日（日）にタカの渡りの観察会を行います。９月27日（木）までに探鳥同好会山田会長に返信お願い
します。



●広報委員会　岡本哲 委員長
「ロータリーの友」９月号　主要記事のご案内
　国内の子どもの貧困対策・居場所づくり（横組み P.７〜 P.14）
　ロータリーの友月間（横組み P.15〜 P.19）
　気仙沼から西日本豪雨の被災地を支援　岡山東 RC（横組み P.27）※
　子どもも大人も地域も育つ！　包括的子ども食堂（縦組み P.４〜 P.８）
　クラブを訪ねて　能代 RC（縦組み P.９〜 P.12）

退会挨拶・記念品贈呈
　弘中環会員が，このたび福岡へご栄転となりま
した。舟橋会長より記念品を贈呈し，弘中会員よ
り退会のご挨拶がありました。今後のご健勝とご
活躍を心よりお祈り申し上げます。

米山記念奨学金の授与
　米山記念奨学生のチュ・イ・メイさんに舟橋会
長より９月の奨学金が授与され，チュさんからお
礼のご挨拶がありました。

●「鉄砲の所持許可証をとるために」　髙藤祚嗣 会員
　先ず，DVD でトップクラス・シューターのプレーをご覧ください。
○クレー射撃とは
　散弾銃で空中を飛翔する標的（クレーピジョン）：直径11センチ，重さ105グラム
の円盤を撃破し，その枚数を競うスポーツです。
　散弾は鉛玉約300個が秒速約400ｍの速度で飛び，36ｍ先で直径60センチ，前後
1.5ｍの範囲で拡散します。
○クレー射撃の魅力は
　１．撃つ前の緊張感と撃った際の反動と解放感。命中した瞬間の爽快感。
　２．実弾を撃つという「非日常」の満足感と特別感。
　　　「趣味はクレー射撃です。」と言った時の注目度。
　３． 一人でも楽しめます。高齢になっても続け

られるスポーツ。
　４． 技術的にも精神的にも終わりが見えない奥

の深さ。
○クレー射撃の始め方
　１．猟銃等講習会（初心者講習）　
　２．教習射撃を受講　　　　　　　
　３．所持許可申請〜所持許可　　　
　４．銃取得〜あとは練習だけです！

「数珠つなぎ“この会員のこんな話を聞いてみたい！”シリーズ」
髙藤祚嗣 会員
寺坂幸治 会員

９月13日のプログラム

●銃を持てない人
・20歳未満　　・住所不定者　　・暴力団関係者
・精神病者，アルコール，麻薬，覚醒剤中毒者
・ 殺人罪，強盗罪，強姦罪，誘拐罪，傷害罪を犯

してから10年を経過していないもの。または，
刑を終えて５年を経過していないもの。

・銃の所持許可にあたり虚偽の申請をしたもの。
※ もちろん，我がクラブには不適格者はいませ

んね。



○クレー射撃に係る費用
　１．所持許可までに（概算）５万円程度
　２．銃，ガンロッカー，装弾ロッカーなどで（概算）25万円〜
　３．射撃費用（概算）：装弾（一発）36円，クレー（一枚）28円　
※ 昔は１発がラーメン１杯と同じ価格，今は100発撃っても，ゴルフ代より相当リーズナブル？
　最後に…ハードルは，ご家族の理解と最初の筆記試験です！
　特別の趣味になると思いますので，チャレンジしてみてください！　
　次は寺坂会員，よろしくお願いいたします。

●「『求む，出る杭！』イノベーションと地方創生」　寺坂幸治 会員
　地域を活性化するために何が出来るか？　これが私たち銀行員の課題です。今
後の「都市間競争」に勝ち抜くために，イノベーションを起こそうと中国銀行と
山陽新聞社で企画したのが『岡山イノベーションプロジェクト（OIP）』です。新
たな起業・第二創業をする人を応援し，吉備の国を『起業のメッカ』にしようと
の思いで，既に群馬県で行われている「群馬イノベーションアワード」を見習っ
て始めました。
　メガネで有名な「ジンズ」の田中社長からもノウハウ提供を受け，今年２期目
です。幅広い年齢層の人達が熱心にスクール（OIS）に参加し，多くの方々がコンテスト（OIC）でその起業ア
イディアを競っています。非常にレベルが高く，昨年度の大賞者の中には事業が花開いた方もおられます。

「思い」を持った人同士の交流から確実に新たな化学反応が起こっています。
　この PJ に続いて，次世代科学系技術ベンチャーの創業応援プロジェクトとして『岡山テックプランター

（OTP）』も立ち上げています。OTP では，「リバネス」が事業化に関与し指導を行ってくれます。（社内ス
タッフ65名は全員博士か修士号取得者です。）
　また，OIP 関係者の中で一人の青年が，新たに卓球の『Ｔリーグ』に参加すべく『岡山リベッツ』とい
う卓球クラブチームを立ち上げました。卓球で岡山を元気に！との思いが強く，地方創生への取り組みと
して評価し注目しているところです。
　岡山をスポーツで盛り上げるべく，新たに『Ｖ１リーグ』に参戦する『岡山シーガルズ』も引き続き，
皆さんと共に熱く応援をして行きたいと思っています。地元開幕行事へのご来場をお願いしてお話を終わ
らせていただきます。
　次回は奥野会員へ，災害支援関連のご高話を楽しみにしております。

会員増強委員会（9/13）　
　９月13日（木）13時30分より岡山プラザホテルにて，
第２回会員増強委員会を開催いたしました。舟橋会
長，山下（和）副会長，内山（淳）幹事にもご出席いた
だき，８月23日（木）に開催の第１回クラブフォーラ
ムで会員の皆様より頂戴いたしました「会員増強と
会員維持について」の各種ご意見・ご感想を整理し，
当クラブの10年先の姿も視野に入れた具体的な取り
組みを図りたく，参加者全員で活発な意見を交わし
ました。（新）入会案内の原案を福原副委員長と冨岡
委員に作成をご担当いただき，次回の会員増強委員
会で審議することとなりました。
 ［文章提供：浮田 会員増強委員長・写真提供：内山（淳）幹事］



青少年奉仕・社会奉仕合同事業
「身近な『子どもの貧困』を救うインスピレーションとなる，
居場所づくり支援」シンポジウム（9/17）特集

　９月17日（月・祝）13時30分より，さん太ホールで青少年奉仕・社会奉仕合同事業の「身近な『子
どもの貧困』を救うインスピレーションとなる，居場所づくり支援」シンポジウムを開催し，会員
40名のご参加をはじめ，多くの方々にご来場いただきました。
　舟橋弘晃会長のご挨拶に続き，コーディネーターの川崎医療福祉大学 医療福祉学部医療福祉学科 
直島克樹先生，４名のパネリスト：岡山市岡山っ子育成局 子育て支援部 こども福祉課 課長 大谷哲
子様，公益財団法人 YMCA せとうち 代表理事 太田直宏様，岡山県社会保険労務士会 会長 林 光洋
様，株式会社ドゥ・ワン・ソーイング 総務人事課 課長 福田維居様より，日々の活動や取り組み事
例などのリレートークを傾聴し，シンポジウムの後半では本題に関するパネルディスカッションへ
と進みました。
　現実的な貧困率と様々な実情，ひとり親の労働環境，見えない「子どもの貧困」，非行と貧困・
DV の関連性など，各種問題と実現可能な取り組み方法などを拝聴し，また，会場からの活発な質
疑にもご対応くださり，深く勉強させていただきました。本シンポジウムの企画運営に携わられた
青少年奉仕・社会奉仕両委員会の皆様，また当日お手伝いにご参加いただきました会員の皆様，大
変お疲れ様でした。

会長挨拶
　本日は，「身近な『子どもの貧困』を考えるシンポジウム」にお越しいただきありがとうござい
ます。主催者の岡山東 RC を代表して一言ご挨拶申し上げます。
　私たちが所属する RC は，職業倫理を重んずる実業人や専門職業人の集まりで，毎週開催され
る例会などで，会員が学び合い，影響し合うことで，自身を先ず高め合い（『親睦』），その力を結
集して「世界で良いことをしよう」を合言葉に，各地域で様々な奉仕活動を行なっている国際的
な団体です。世界の200以上の国と地域に約120万人の会員がおり，岡山市内にも14のクラブがあ
ります。
　岡山東 RC は，今年度創立50周年を迎えました。その節目の年度の奉仕活動として，『子供の貧
困』をテーマに掲げ，先ず私たちに何が出来るかを考える機会を設けようと，今回のシンポジウ
ム開催に至りました。
　厚生労働省の平成28年度「国民生活基礎調査の概況」では，平成27年の貧困線（等価可処分所得
の中央値の半分）は122万円で，これに満たない世帯の割合で示される「相対的貧困率」は15.7％，
17歳以下の「子供の貧困率」は13.9％だそうで，「７人に一人の子供が貧困」という状況です。特
に，片親世帯の貧困率は50.8％，「生活が苦しい」とする母子世帯の割合は，82.7％にのぼります。
　一方，我が国の識字率はほぼ100％とされていますが，書かれている内容を理解・活用できない

「機能的非識字」者が増えており，World Literacy Foundation の2015年の報告によりますと，日
本での機能的非識字による経済・社会的損失は年間約951億円に上り，世界第３位だそうです。こ
の問題も，生活の困窮により親が家にいないことで，日常的に言語に触れ，正しい言語感覚や能
力を育てる機会に恵まれない状況が原因の一つとも指摘されています。
　このような状況の改善に我々がどのようにかかわれるのか，ということについて考える機会と
して，「身近な『子供の貧困』を救うインスピレーションとなる，居場所づくり支援」というテー
マを設けさせていただき，川崎医療福祉大学の直島克樹先生にコーディネーターをお願いし，岡
山市こども福祉課の大谷哲子課長様，公益財団法人 YMCA せとうちの太田直宏代表理事様，岡
山県社会保険労務士会の林光洋会長様，株式会社ドゥ・ワン・ソーイング総務人事課の福田維居
課長様にパネラーとなっていただき，片親世帯の雇用職員に対する労務管理や人事対応に踏み込
んだお話や議論をいただく予定です。
　各先生のお話やパネルディスカッションを通して，ここにお集まりの皆様方に身近な『子供の
貧困』を救うインスピレーションが生まれ，この問題に取り組む新たな流れが生まれることを切
に祈念申し上げ，ご挨拶とさせていただ頂きます。皆様，どうぞよろしくお願い申し上げます。



舟橋会長の挨拶 司会の平井会員 コーディネーター
直島克樹 様

パネリスト
太田直宏 様

パネリスト
大谷哲子 様

パネリスト
林　光洋 様

パネリスト
福田維居 様



シンポジウムに参加して
 奥野一三 会員
　「身近な「子どもの貧困」を救うインスピレーションとなる，居場所づく
り支援」シンポジウムに参加しました。専門家，行政，NPO，企業からパ
ネリストが岡山地域の現状や体験を報告され，私は初めて目にする困難な
状況で生活する子どもの数に驚きました。子どもの貧困は日ごろの視点か
ら見えにくいため，注意深く地域や学校に目を向け，当事者意識をもって
皆で学びあい協力し，地域に子どもと親の居場所づくりを増やす活動の必
要性を感じました。

和氣青少年奉仕委員長 神田社会奉仕委員長 山下（和）副会長の閉会挨拶

会員の皆様のご協力に感謝申し上げます。


