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第 380回 例会 

2021年 10月 21日 13:00～ 

■司 会 岡本聡哉 会計・理事 

■斉 唱 手に手つないで 

■出席報告 出席者数 15 名 / 27 名 

 出 席 率 55.55 % 

■ゲ ス ト 名古屋名東 RC 藤野道子様 

■ビジター  

ニコボックス 

〇 名古屋名東 RC 藤野直子様 

本日、卓話に伺いました。宜しくお願い致しま

す。 

〇 菊地富士子 会長 

藤野直子様、本日は卓話すごく楽しみにしてい

ます。 

〇 山田智博 幹事 

藤野様、本日宜しくお願い致します。 

〇 安井忠 ロータリー財団委員長 

寒くなりました。四日前まで夏でしたのに昨日か

ら冬になりました。皆様、御自愛ください。 

〇 荒山久美 米山奨学委員長 

藤野様、ようこそアイリスへ。本日は卓話を宜し

くお願い致します。 

〇 加藤正広 副幹事 

藤野様ようこそアイリスの例会にお越し頂きあり

がとうございます。一昨年、名古屋市内２５RC

社会奉仕委員長会議では大変お世話になりま

した。コロナ禍で大変な時に大変素晴らしい奉

仕事業が出来ました。本日、卓話にて宜しくお

願い致します。 

〇 深見和久 例会運営・出席親睦委員長 

今日は名東 RCから藤野さん、ようこそお越し下

さいました！日頃のご熱心な活動に頭が下がり

ます。本日の卓話、楽しみにしております。 

〇 小島京子 ロータリー財団委員 

藤野様、本日は卓話をお引き受け下さりありが

とうございます。お話しを楽しみにしておりま

す。 

 

会 長 挨 拶 

皆さん こんにちは。本日は３８０

回例会です。ご参加ありがとうござ

います。 

映画「ONODA 一万夜を越えて」

を観てきました。この映画は、太平

洋戦争終戦後、その事実を知らず

約 30年にわたりフィリピン・ルバング

島で戦い続けた小野田旧陸軍少尉

を描いたものです。フランス、ドイツ、

ベルギー、イタリア、日本による国際共同製作作品で、

原作ベルナール・サンドロン氏、監督アルチュール・ア

ラリ氏です。お二人ともフランス人です。私が小学生の

ころ小野田さんが発見されたニュースを見て驚きました。

なぜ小野田さんは 30 年もの長きにわたりジャングルで

潜伏したのかですが、それは陸軍中野学校での秘密

戦の特殊訓練の教育でした。「決して死ぬことは許され

ない。生き続けて情報を集めること」という命令のもと、

忠実に任務を遂行したのです。彼が父親より届いた手

紙にこれはきっと暗号に違いないとあれこれ考えたりす

る場面や日本より来た鈴木青年がルバング島で出会い

日本に帰ろうと誘う場面が印象的でした。 

フランス人の監督が日本の昔ながらの「サムライ」とか

「軍隊」にある精神性とかに関心を持ち、その歴史を今

掘り起こし全編日本語で日本人起用し制作しました。

小野田さんの人間性・被害者と加害者や日本、日本人

について考えさせられました。 

夏に日本で開催されたオリンピック入場行進は通常

通り国別で行われました。その順番ですがアルファベッ

ト順ではなく、あいうえお順でした。日本語、そしてあい

うえお順を全世界に知らしめることができました。 

日本語について、言語学者の話によりますと日本語

には世界を平和に導く力がある。日本語を学ぶと性格

が穏和になり人との接し方が柔らかくなるといわれてお

ります。例えばフランス人の留学生が帰国すると話し方

や思考が日本人的になってくるのです。タタミゼ効果と

いいます。フランス語でタタミゼ。畳を動詞化した造語

です。畳の家の暮らし日本風の室内様式を取り入れる

ことを指し、日本人ぽくなる、日本びいきになるの意味

です。要するに日本に来て畳の生活をすると考え方や

言葉、行動が日本人的になるのです。同じ目線で同じ

方向を見てその光景に共感し心を通わせます。向き合

うのではなく同じ方向を見る。これが日本語の文は主語

がなくても意味が通じる所以です。英語ですと I love 



 

2 

you.のように主語が必要です。人を優しくする力を持つ

日本語こそが今の時代には必要なのではないでしょか。 

最後に広島の平和公園の中にある慰霊碑について

お話して挨拶といたします。「安らかに眠ってください。

過ちは繰返しませぬから」と刻まれています。誰の過ち

か、誰が言っているのか曖昧です。現在、世界中の

人々が広島平和都市記念碑を訪れます。すべての

人々が原爆犠牲者の冥福を祈り戦争という過ちを再び

繰り返さないことを誓う言葉です。過去の悲しみに耐え

憎しみを乗り越えて全人類の共存と繁栄を願い真の世

界平和の実現を記念する広島の心がここに刻まれてい

ます。 

幹事報告 

山田智博 幹事 

 今回は１点だけお願いがあります。来週はガバナー公

式訪問です。皆さん、ゼロバッチを忘れないようお願い

致します。 

卓話者ご紹介 

小島京子 会員 

藤野さん、本日はありがとうご

ざいます。名東ロータリーで１０

年以上のメンバーでいらっしゃる

藤野さんの事を色々なところから

お聞きしております。今、活動さ

れている子供を支援する会など

の事をお聞きしましたら、かなり

奥が深く本もたくさん出ているよう

です。この子供たちや女性を支

援するような会の事を深く知りたくて卓話をお願いした

次第です。快く引き受けて頂きありがとうございます。今

日は宜しくお願い致します。 

卓 話 

名東ロータリークラブ 藤野直子 様 

皆様、こんにちは。ただいまご

紹介に預かりました。名古屋名東

ロータリークラブに所属しておりま

す。藤野直子と申します。今日は

大変貴重なお時間を頂戴して卓

話の機会を頂きました事をまずも

って、高い所でございますけれど

も、心より御礼申し上げます。どう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

私どもが 4 年前から行っており

ます愛知こどもプロジェクトについて今日はお話しをさ

せて頂きます。まずは、貧困の定義から皆様にお話し

いたします。そして相対的貧困率、子どもの貧困率、負

の連鎖、貧困の連鎖、そして子ども食堂愛知こども園プ

ロジェクト、クラブ、分区での奉仕、そしてロータリークラ

ブとして何ができるかまとめてお話をしたいと存じます。  

では最初にまず皆様にちょっとお伺いしたいんです

けども、子どもの貧困という言葉が最近、マスコミでもよ

く聞かれるようになりました。皆さんどれぐらいご存知で

いらっしゃいますでしょうか？熟知してますよという方。

ほとんど理解してます。80%ぐらいかなっていう方もいら

っしゃいますよね。 それでは貧困の定義についてお話

をいたします  

貧困の定義、２つあります。絶対的貧困とそれから相

対的貧困、この絶対的貧困というのが、最低限の生存

を維持することが困難な状況、国連の定義で、一日 1.9

ドル未満で暮らす方々という風に決められています。大

変厳しい環境にある方々です。 

そして２番目の定義が相対的貧困。こちらは相対的

に貧困の度合いを測るということでございますので、そ

の国の文化水準と生活水準とを比較して困窮した状態

であるかどうかを計ります。 先進国、日本のような先進

国では、この 2 番目の相対的貧困という基軸を使って

貧困の度合いを計っています。では、その相対的貧困

の場合、どのように計るかと言いますと、相対的貧困率、

それから子どもの貧困率で表します。まずですね。世帯

の可処分所得、そのご家庭の手取り額ですね。この可

処分所得を世帯人数の平方根で割りまして等価可処

分所得という数字を割り出します。 

例えば A 家族さん。ご両親共働きです。お父様とお

母様働かれて、お 2 人で手取りが 800 万円、年収 800

円とします。 お子さん 2 人の 4 人家族。そうしますと、

この手取りの可処分所得を世帯人数の平方根で割りま

す。4人家族ですので２で割ります。 そうしますとこの A

家族さんの等価可処分所得が 400万円ということになり

ます。 

次に B家族さん 1人親家庭です。シングルマザーで

す。お母さんが一生懸命働いて手取りが年収 200 万円

だとします。そしてお子さんが２人いらっしゃる 3人家族

です。そうしますと、このお母様の手取りの 200万円を 3

人家族ですから、ルート 3、1.73で割りますと、この B家

族の等価可処分所得が 116 万円という数字になります。  

次にこのように割り出されました等価可処分所得を低

い順から並べます。そして、等価可処分所得の中央位

置を特定します。平均ではなくて中央値を特定します。

で、この中央値の半分を貧困線、貧困ラインというふう

に呼んでいます。 

そしてこの貧困ラインに満たない方々を相対的貧困

率で表しまして、その貧困線に満たないご家庭で生活
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をしている 17歳以下のお子さんの全体に占める割合を、

子どもの貧困率というふうに表しています。 ちょっと分

かりにくいかと思いますのでグラフで表してみたいと思

います。 先程のように割り出しました等価可処分所得

を低い順から並べていきます。で、このちょうど、この全

部の世帯の半分の中央のところですね。 平均ではなく

て、この中央のところの値を割り出します。でも、このち

ょうど半分のところ、この赤い点線。ここが貧困線、貧困

ラインということになります。 

ですから、この貧困ラインに満たないご家庭というの

はちょうどここですね。この外形に入っているところが相

対的貧困率、そしてここで暮らすお子さんたち 17 歳以

下のお子さんが子どもの貧困率に当てはまるというふう

になります。 

では具体的な数字を見てまいります。厚生労働省が

国民生活基礎調査というのを行っています。毎年行っ

てるんですけども、3 年に一度が大規模な調査になりま

す。今年ちょうどその調査になってるんですけども、結

果が出るのは来年になりますので、今手元にあるもの

は 2019年に 3年前に行われた大規模な調査の結果で

す。この国民生活基礎調査によりますと先ほどの貧困ラ

インは 127万円でした。 

それによりますと相対的貧困率は 15.4%。子どもの貧

困率は 13.5%になりました。よく、マスコミで７人に一人の

お子さんが貧困状態にあるといわれますけども、それが

ここの数字から来てるんですね。この厚労省が行った

国民生活基礎調査によって、この 7 人に 1 人のお子さ

んが貧困状態になりますよというふうに言われています。

でも、みなさんに特に気にかけて頂きたいのが、ひとり

親世帯子どもの貧困率なんです。もう莫大になります。

急激に上がりまして 48.1％まあ簡単に言いますと 2 家

族に 1人、2家族に１家族、ひとり親家庭のお子様が貧

困状態にあるということになります。大人が２人以上の

族の子どもの貧困率は 10.7%ですので、その差は歴然

としているかと思います。  

1 人親家庭といいましても父子家庭、お父さんとお子

さんという家庭もありますし、それからお母さんとお子さ

ん、おじいちゃんとお子さん、おばあちゃんとお子さん、

親戚のおじさんとお子さん、いろんなひとり親の方がに

いるんですけどもやはりあのシングルマザーとお母様と

お子さんという方が本当にあの厳しい状態になってい

ます。 

これらが相対的貧困率の推移です。2012 年の調査

からはちょっとずつ下がってはいるんですけども、まだ

まだ厳しい状態になるのが現実です。 また、この国民

生活に必要な基礎調査と同時に生活意識別調査という

のも行います。その中で大変苦しい、やや苦しいを合

わせて、いわゆる苦しいと答えた回答は全体では 54.4%

にも上りました。児童のいる家庭では 60.4%方は苦しい

というふうに答えていらっしゃるんですね。 特に母子世

界では 86.7%の方が生活が苦しいというふうにお答えに

なりました。  

細かい質問の中には、欲しいと思った食品が買えな

かったことがあるかというような質問があるんですけども、

買えなかったというふうに答えた方が、やはり 70%ぐらい

に登っているというふうな結果が出ています。もう一度こ

のグラフを皆さんにご覧頂きたいんですけども、先ほど

お話ししました。その 13.5%の子どもの貧困率は、13.5%

というふうに申し上げましたけども、それはあくまでもこ

の貧困ライン以下の家庭のお子さんの数字なんですね。

ここは、この横が急に白になっているので、ここでも貧

困のお子さんがここまでかと思われがちなんですけども、

このグラフをご覧になっていると。でも、ここにもここにも、

もう本当にたくさんの家庭があるんですね。で当然のこ

とながら収入が高くなっていけば、この辺はどんどん広

くなっていきます。ですから、その数字には表れないけ

ども、本当にぎりぎりの生活をなさっているが、中央ライ

ンまでに行くまでにもたくさんの家庭があるということを

是非、皆様の気にかけて頂きたいんです。  

このコロナ禍で元々ギリギリの生活をなさった方たち

は、もっと、もっと大変な状況に陥っています。是非、今

日そんなことをですね皆様の心にとめて頂ければ大変

うれしく存じます。 

次に、子どもの貧困率、国際比較で見て参りたいと

思います。 OECD 先進諸国 42 か国中、これは 2016

年の資料なんですけれども子供の貧困率、日本は 21

番目に高いです。大人が 1人の家庭の子どもの貧困率

は、なんと上から 3番目という大変不名誉な結果になっ

ています。ちなみに貧困率が低いのはフィンランド、ノ

ルウェー、アイスランドのいわゆる北欧の国々ですね。
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社会保障が充実している国々では、やはり子どもの貧

困率も低いという結果が出ています。 

では、この困難な状況の中、お子さん達がどういう風

になっているか見てみたいと思います。負の連鎖、貧

困の連鎖です。不十分な衣食住、栄養不足、そして残

念なことに経済的に困っているご家庭で虐待やネグレ

クト、いわゆる育児放棄が大変横行しています。当然、

お子さんは精神的不安定になります。 

絶望感や不安感を抱きます。不信感、人に対しても

信頼を持つことができません。そして、自己否定の感情

が生まれます。孤立します。それがご家庭に、新聞はも

ちろんのこと、ご本が 1冊もないような、そんなのご家庭

もあるんですね。文化的な享受を受ける事ができませ

ん。  

当然、低学力のお子さんが育ちます。学校でのいじ

めの対象になりやすいです。学校生活や友人関係など

社会的基盤を揺るがします。不登校や中退になってし

まいます。そうすると安定収入の仕事に就けません。こ

れがいわゆる貧困の連鎖なんですね。 

先日も大阪で男の子がネットをかけられて亡くなると

いう大変痛ましい事件がありました。もう皆さんお気づき

だと思いますが、同じパターンの繰り返しなんですね。 

こういう負の連鎖の中にいる女の子は学校に行かな

くて外で男の人を頼ります。そして、10 代にしてシング

ルマザーになり、そのお父様、パパはいなくなり、新し

い彼ができて、その子供を虐待するとで、たまたま本当

に可哀想な事になってしまったお子さんの事がニュー

スになりますけども、本当の氷山の一角です。 

もう本当にたくさんのところで、そういうお子さんが生

まれてしまっています。もちろん、そういうふうにこの誕

生した命を大切に育てているシングルマザーの方もた

くさんいらっしゃいます。でも悲しいかな、こういう負の

連鎖に陥ってしまうお子さんたちがたくさんいます。  

私は、この活動しておりますと俺の責任論を問われる

んですね。親御さんは何してるんだということになります。 

でもですね、悲しいかな、こういうご家庭の親御さんも、

ご自身もこういう環境で育った方が大変多いんですね。

いわゆるこの負の連鎖、貧困の連鎖は世代間でも連鎖

を起こしているという事なんです。  

ですから、なかなかご自分たちの力で、この負の連

鎖の中から逃げ出すということは本当に困難な状況に

なります。 

で経済的な貧困により経験や関係性の貧困、これが

その子たちの将来に、大きな影響を及ぼします。どうで

しょうか？皆様のお子さんをお孫さんたちでも部活動と

か頑張っていらっしゃるかと思いますけれども、どうでし

ょう、部活動とかをするとすごくお金がかかりませんか。

ユニフォームを揃えたり、スパイクを買い替えたり、それ

から週末に練習試合に行くとなるとお小遣いがいります。

帰りにみんなでお友達とマックとか行きますよね。交通

費もかかります。そうすると、親御さんの懐具合を気にし

て、とても才能があっても部活動を諦めてしまう。親御さ

んに言えないのでいないので、もう嫌になったから辞め

ると言って部活を辞めてしまう。そんなお子さんもいらっ

しゃいます。進学を諦めるお子さんもいらっしゃいます。

子供会などの地域の活動にも参加ができません。そう

すると当然、交友関係が持てないんですね。信頼関係

が築けないまま安定しないまま大人になってしまいます。  

今ですね。あの大変あの脳科学者の中で非認知能

力ということに研究が進んでいるそうでございます。あの

ノーベル経済学賞を受けた博士がいらっしゃいまして、

その方が研究で非認知能力、認知能力というのは、い

わゆる IQ で測れる学習能力とかテストの成績で測れる

ような能力ですね。それから非認知能力というのは IQ

で測れない内面の力。こその力を育てることが、博士は

将来的に経済活動に凄く影響があると。 この非認知能

力を育てられたお子さんっていうのが、ものすごくその

経済的に豊かになって、社会に還元することができる。

そういう大人を育てることができるという風になっていま

す。で、この非認知能力っていうのは大人になってから

の忍耐力や意欲。それからコミュニケーション能力なん

かも育てると言います。じゃあ、非認知能力どうやって

育てられるかっていったら、やはりこれは、小さい頃から

の声掛け愛情だそうです。 

いわゆる、その時ちっちゃい子は覚えていませんが、

幸せだなとか認められたなあとか優しくしてもらったな、

そういう声掛けの 1つ 1 つが、その子の脳を育てて、脳

を萎縮させることなく心地良い、ああ幸せだなと思うこと

によって非認知能力が育つというふうに言われている

んですね。ですから経済的に厳しい状況のお子さんた

ちは、なかなかやはりこの非認知能力を育てられるとい

う機会に恵まれないんじゃないかというふうに言われて

います。  

是非皆様、今日はですね。貧困問題に、まずはあの

関心を持っていただきたいと思います。貧困なんて言

いますと、なんかボロボロの洋服を着て髪の毛も洗わな

いようなお子さんを想像されるかもしれませんけど、今

はもう本当に安価の洋服も手に入りますし、皆さん見た

目が本当にわからないです。とっても小奇麗ににしてい

らっしゃいます。だけども、やはり厳しい状況にあるとい

う方がたくさんいらっしゃいます。貧困は見ようとしなけ

れば見えない。 

是非、この事をですね。覚えておいて頂ければと思

います。  

この後、子ども食堂のお話も頂戴致しました。藤野

様、ありがとうございました。 


