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横浜鶴見北ロータリークラブ 

【事務局】横浜市鶴見区佃野町 18-11 エトワール鶴見 303 号 

TEL 045-575-1821 FAX 045-575-1822 

Email ytnclub@gmail.com  

ＨＰ https://www.rotary-tsuruminorth.jp/ 

【例会】毎週木曜日 12：30 場所 新横浜グレイスホテル 

                                  

会長／長澤尚明 副会長／加藤進 幹事／簡伸治 

横浜鶴見北ロータリークラブ YOKOHＡMA TSURUMI NORTH 

週報第３２号令和４年５月２６日発行 

和而拓（和して拓く） 

２０２１年－２０２２年度 R．I．会長テーマ 

2021 年～2022 年度会長ターゲット 

mailto:ytnclub@gmail.com
https://www.rotary-tsuruminorth.jp/
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第２３１5 回 

令和 4 年 5 月 19 日 
 

斉 唱 「奉仕の理想」 

ゲスト ＮＰＯ法人フェアスタートサポート 

    代表理事 永岡 鉄平様 

ビジター 宇都宮陽北ＲＣ 熊本 泰久様 

 

 会 長 報 告  

 

皆様、こんにちは。先週より雨模様が続いて

おりました。神奈川県では先週から今週にかけ

て 5 日連続雨予報が出るなど梅雨入りしたかの

ような天気予報が続いておりましたが関東地方

での本格的な梅雨入りは 6 月下旬となる予想で

す。 

沖縄県では早くも梅雨入りしており、今年は全

国的に平年より早い予想だそうです。一方、7月

は平年より早く太平洋高気圧が北への張り出し

を強め、全国的に平年より早く梅雨明けする見

込みです。 

それでは会長報告させていただきます。まず

先週例会終了後、簡幹事、田邉職業奉仕委員長、

と私の合計 3 人で優良警察官・消防官の表彰式

を行ってまいりました。鶴見警察署長からは鶴

見区管内での犯罪が多様化しており、振り込め

詐欺なども巧妙化しているようです。例会での

卓話も依頼してまいりました。鶴見消防署長か

らは民間表彰される機会が少ないので大変光栄

です。また、昨今消防団員が不足してきている

ため消防団員の選出に協力して頂きたいとのお

話がありました。皆様で協力できることから行

っていきましょう。 

続きまして、横浜港北ＲＣ60 周年記念例会に

参加してまいりました。当日は多くの方が参加

しリモートで台湾の姉妹クラブも参加するなど

盛大な式典でした。横浜鶴見北ＲＣも次年度 50

周年の節目を迎えます。新型コロナウイルスが

落ち着き、安心して多くの方を迎えられる状況

になることを切に願います。 

新型コロナウイルス関連ですが神奈川県の新

規感染者数は今週に入り 2000人を下回る日が続

いております。また、先週は増加傾向であった

東京では感染者数が落ち着いてきております。3

回目ワクチン接種率は 55%を超えており、徐々に

集団免疫が形成されているのでしょうか。感染

者数が急激に上がらないのを考えるとそのよう

に思えてきます。 

毎週の例会を安心して迎えられるよう、会員の

皆様も引き続き感染防止に留意していただくよ

うお願い致します。 

最後にＮＰＯ法人フェアスタートサポート・

永岡様。この度はお忙しい中、横浜鶴見北ＲＣ

へお越しいただきありがとうございます。貴重

な卓話を楽しみに拝聴させて頂きます。どうぞ

宜しくお願い致します。 

 

 入会記念日  

 

上原 良廣 会員（平成１３年５月２４日） 

 

 

 幹 事 報 告  

 

(1)2022～22年度 RLI参加者「懇親会」開催のご

案内 

2020-21（吉田 G）年度及び 2021-22（小倉 G）年

度の RLI参加者の集いが開催されます。対象者

の皆様、ご参加の程よろしくお願いします。 

日時：2022 年 6月 20日(月) 17:00〜19:00  

会場：崎陽軒本店 4Fまたは 5F(JR横浜駅東口地

下街ポルタから直接つながっています)  

会費：5,000円 (当日徴収)  

参加者要件：2020-21（吉田 G）年度及び 2021-22

（小倉 G）年度の RLI受講者、ディスカッション

ンﾘｰﾀﾞｰ、オブザーバー  
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申込方法：別紙申込書 （クラブ単位にて）  

締切日：2022年 5月 31日 (火)（ 必着 ） 

(2)2022年国際大会(ヒューストン)について地

区方針と RI最新情報 

今年度は地区主催行事、ツアーの企画、ご紹介

等はありません。ヒューストン国際大会はバー

チャル形式での参加も可能です。セッションは、

プログラムの開始 30分前から終了までライブス

トリーミングされ、そのコンテンツはライブイ

ベント終了後、オンデマンドで提供されます。

オンデマンドのコンテンツは、2022年 8月 31日

までご覧いただけるとのことです。(日本語視聴

可)登録料：75米ドル 

(3)6月 16日は移動例会夜間となります。 

 

 委員会報告  

 

【田邉勝久会員】 

・優良警察官・消防署員表彰の報告 

【天野直樹会員】 

・藤林会員追悼例会について 

 

 出 席 報 告  

 

会員総数 ３０名 

今回暫定 １９／３０＝７０．３７％ 

前々回確定 ２１／３０＝７０％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

（クラブ会員の為、敬称略） 

長澤 尚明 ＮＰＯ法人フェアスタートサポー

ト代表理事永岡鉄平様、本日は卓

話ありがとうございます。児童養

護施設の子供達にも平等なチャン

スが掴めるように社会の実現のた

め本日は私自身、勉強させていた

だきます。宜しくお願い致します。 

簡  伸治 永岡鉄平様、本日は卓話ありがと

うございます。コロナの影響で延

期の変更が続きましたが、その度

快くご対応していただき感謝して

おります。永岡様の活動がより多

くの人々に知って頂ける様に願っ

ています。 

高橋 敏昭 先週の例会では私の健康管理が悪

く、ご迷惑をお掛け致しまして申

し訳なく存じます。病院でＣＴ・

レントゲン・心電図など検査して

いただきましたが問題もなく帰る

ことが出来ました。石渡さん最後

まで付き添って下さりありがとう

ございました。雨宮さん、救急車

に付き添って最後までお世話にな

りありがとうございました。 

天野 直樹 宇都宮陽北ＲＣ熊本様、本日はよ

うこそお越しくださいました。楽

しんでいただければ嬉しいです。

永岡様、拝聴させていただきしっ

かり勉強させて頂きます。 

宮田 豊和 永岡様、本日は卓話ありがとうご

ざいます。親を頼れない若者達の

就労支援の現状や内容などご教授

ください。 

鈴木元一郎 永岡様、本日はご苦労様です。田

川さんお元気になられておめでと
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うございます。お手伝いできませ

んで申し訳ございません。 

赤塚 一志 永岡鉄平様、卓話興味を持って拝

聴いたします。私は白内障の手術

の為入院しておりましたが、今朝

退院して病院から例会に直行しま

した。経過は順調です。 

今井新一郎 ＮＰＯ法人フェアスタートサポー

ト永岡様の卓話を拝聴いたします。

大分暖かくなりました。 

堀野 弘樹 先週、例会欠席いたしましたので、

大変ご無沙汰いたしました。永岡

様、本日の卓話ありがとうござい

ます。拝聴させていただきます。 

牧井 秀賢 永岡様、本日は興味深いお話楽し

みにしております。 

石渡 宏衛 昨日、ギア君と横浜東ＲＡＣ例会

に出席してきました。ギア君、Ｒ

ＡＣ入会予定です。 

 

以下同内容の為、お名前のみ（敬称略） 

佐久間務 合谷保爾 仲亀晃央 上原良廣 

田邉勝久 田川邦三郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  卓  話   

 

「児童養護施設と企業とのパートナーシップ 

が子ども達の社会参画の精度を高める」 

 

ＮＰＯ法人フェアスタートサポート 

代表理事 永岡 鉄平様 

 

フェアスタートサポートでは、児童養護施設

の子どもたちに対して、キャリア教育とアフタ

ーフォローの主に 2 つの支援をしています。現

在日本には児童養護施設が約 600 施設、神奈川

県内には約 30 の施設があります。約 25,000 人

が児童養護施設でくらしていますが、要保護児

童数全体は約 45,000人を超えるとも言われてい

ます。 

施設に入る子ども達の家庭背景としては、昔は、

親の死亡や行方不明が多かったですが、今は児

童虐待による保護が圧倒的に増えてきていて、

全体の半数以上を占めるといわれています。児

童養護施設の子どもたちの多くは、18歳になり、

高校を卒業すると施設を出ないといけません。

その後は就職するにせよ、進学するにせよ、自
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立が求められます。虐待が背景にある場合、親

が実在するケースがほとんどですが、親との関

係性が良くないため、金銭面や精神面で頼れる

とはいいがたいものがあります。結果的に、多

くの子ども達は 18歳で親を頼ることなく自立す

ることになります。 

施設の高校生達は、高校卒業後、約 3～４割が進

学し、約６～7割が就職します。全高校生の進学

率が約 8 割、就職率が約 2 割という現状と比較

すると、進学率、就職率の割合がほぼ逆転して

います。ここ数年で、施設の子ども達も給付型

の奨学金を受けやすくなったため、以前のよう

に進学するなら借金をしなければならないとい

う状況は緩和しました。ただ、学費等は賄えて

も、日々の生活費（家賃含む）は自分で稼ぎだ

さなければなりません。結果的に、学業とアル

バイトの両立に耐えられない等の理由で、進学

者の約 3 割が中退をしている実情があります。

就職者に関しても、特にやりたいことがない高

校生は、仕事の内容よりも、住み込みで働ける

社宅のある会社、といった条件面優先の就職活

動を行うケースが多く、入社後に仕事にやりが

いを感じられない、などのミスマッチに発展し

早期離職に至りやすい実情があります。中退や

早期離職が起きてしまうと、正社員としての就

職の難易度が上がり、結果的に多くの施設出身

者が貴重な 20代を非正規雇用、不安定な収入状

況で生活をしている現状があります。いわゆる

ワーキングプアと呼ばれる状態です。 

せっかくの貴重な若い可能性がもったいないこ

とになっていて、この課題を解決すべく、就労

支援を行っているのが当団体です。そして、こ

れまで約 10年の活動の実践から、課題解決に向

け大事なポイントが少しずつ分かってきました。 

テーマは「未然予防です」高校 3 年生の進路選

択の時に、将来自分はこういった仕事をしてみ

たい、こんな社会人になりたい、こうした「目

標」を持てた状態で進学や就職ができれば、途

中で早期にドロップアウトすることなく、力強

い歩みが実現しやすいと考えています。 

そのために必要なのが、企業のサポートです。

中学生や高校生時代に、地域の様々な企業とか

かわりを持ち、仕事の見学や体験ができること、

見学や体験を通じて各社の経営者や社員の方か

ら励まされること、社会人として大切な価値観

を吸収できること、こうした機会をしっかりと

提供できることで、本人達の社会参画の精度が

高まると考えています。このような機会を提供

してくださる企業の情報を各児童養護施設へ届

けるための WEBサイト「フェアスタートパート

ナー」https://fspartner.org/も 2021年に立ち

上げました。引き続き、多くの企業とパートナ

ーシップを結び、施設の子ども達の就労支援に

努めてまいります。 

 

 例 会 予 定  

 

６月 ２日（木）新横浜グレイスホテル 

        「会員卓話」 

６月 ９日（木）新横浜グレイスホテル 

        「離任挨拶」 

６月１６日（木）横浜ベイコート倶楽部 

～夜間例会～ 

６月２３日（木）新横浜グレイスホテル 

        「離任挨拶」 

６月３０日（木）新横浜グレイスホテル 

        「離任挨拶」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fspartner.org/
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第１２回理事役員会議事録 

2021～2022 年度 

(1)令和 4年 4月会計報告→承認 

(2)ジョイセフランドセルギフトの件→承認 

97個×1,800円＝174,600円 国際奉仕より支出 

(3)故藤林会員追悼例会について→承認 

次第・予算・会場レイアウト・ご挨拶者リスト 

(4)優良警察官・消防署員表彰分担金の件→承認 

横浜東 41,880円 横浜鶴見北 41,880円 

 

第 3 回理事役員会議事録 

2022～2023 年度 

()1例会について→承認 

10月 20日（木）例会→10月 23日（日）總持寺

にて米山梅吉法要例会（米山月間） 

總持寺僧侶による法話、地区米山記念奨学委員

会委員長による卓話 

總持寺拝観 墓参り 例会前、後 

10月 30日(土)米山梅吉法要例会→10月 27（木）

通常例会 新横浜グレイスホテル 

10月 20日(木)通常例会 新横浜グレイスホテル 

10月 23日(日)總持寺にて米山梅吉法要例会 

10月 27日(木)23日の振替で休会 

(2)50周年記念行事について→承認 

・2023 年 4 月 9 日Ｒ財団学友を招聘しての音楽

コンサート 

・サルビアホール事前予約のため鶴見区の後援

をお願いする。 

・鶴見区長を招待。 

(3)ガバナー公式訪問について→承認 

・公式訪問例会 7月 14日(木)12：30～13：30 

・親睦委員会 11：00 新横浜グレイスホテル集合 

・ガバナー到着 11：20 

・会長、幹事、会員増強委員長との懇 11:40～ 

(4)G補佐出席のもとでのクラブ協議会→承認 

・ガバナー補佐に卓話をしていただく 

(5)R財団及び米山奨学金への記念寄付→承認 

(6)ガバナー、カバナー補佐への謝礼→承認 

・お菓子はガバナー付きの方にもお渡しする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


