
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2184 横浜港南ロータリークラブ週報 
2020．2．5．[水] 第 2427回例会報告 

 

◎司 会                石坂ＳAA 委員 

◎ロータリーソング         『我らの生業』 

◎ソングリーダー           笠 原 委 員  

◎ｹﾞｽﾄ・港南区役所福祉保健課 内海和代様  

     ・港南区役所福祉保健課 及川由香里様 

・港南区役所福祉保健課 門林美和様  

・ＮＰＯ法人神奈川子ども未来ファンド 

理 事   安室伸一様 

     ・ＮＰＯ法人神奈川子ども未来ファンド 

副理事  吉富多美様 

・ ＮＰＯ法人神奈川子ども未来ファンド 

事務局  一瀬 透 様 

・米 山 奨 学 生    陳 奕 丞 君  

◎ﾋﾞｼﾞﾀｰ・横浜南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ   水 谷 透 様  

      ・横浜南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ   伊藤雄一郎様 

◎新会員 ミネ工業(株)社長    淺井英明様 

             

◎出席報告              阿曽出席委員 

会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

38(7)名 28(6)名 76.3% 75.6%  81.0% 

（  ）内は出席免除会員数 

前３ヶ月ホーム出席率１００％ 

青柳会員 阿曽会員 飯島会員 海野会員  

大越会員 根本会員 ６名 

 

◎ 会長報告  

① 米山奨学生のショウ君に奨学金をお渡しします。 

② 先週は『田中屋』での新年夜間例会でした。親睦委

員の皆さん有難うございました。 

③ ミネ工業(株)の淺井さんの入会式を行います。 

 

 

 

 

 

『淺井新会員より』 

本日入会させて頂いた淺井と申します。何もわかり

ませんが皆様どうぞよろしくお願い致します。 

 

◎ 幹事報告 

① 本日例会終了後に理事会を行いますので、理事の

方はお集まりください。併せて、来月から３回連続

での卓話を研修委員会が行います。事前に大井研

修委員長より理事会でプレゼンテーションして頂き

ます。 



◎ 港南区役所福祉保健課 及川由香里様より 

 

 

 

 

 

 

港南区では働き世代の健康づくりに取り組んでおり、

３月１３日(金)午後に区役所の地域共同ルームで健康

経営セミナーを開催します。こちらにいらっしゃる宮島

(秀)さんや坂巻さんにご協力頂きます。今後ますます区

役所と一緒に働き世代の健康づくりに取り組んでいき

たいと思います。お時間のある方は是非お越し下さい。 

 

◎ 横浜南ＲＣ社会奉仕委員長 伊藤雄一郎様 

 

 

 

 

 

 

以前から海外の社会奉仕に興味があり、貴クラブの

５０周年時にセブポートセンターＲＣの小池さんに興味

があることを話し、セブの奉仕活動を見学したことは非

常に良い経験でした。横浜港南ＲＣとのご縁があっての

ことなので、お礼と報告で参加させて頂きました。 

 

◎ 委員会報告 

① 親睦委員会                  高森委員 

＊ 会員誕生日祝   

 豊場会員(１日)・宮島（史）会員（８日） 

 

◎海野会員より未来ファンド吉富様のご紹介 

子ども未来ファンドの中にピンクシャツデーの事務局

がございます。京急百貨店の開業の時から子ども未来

ファンドとは取り組みをしています。今回のピンクシャツ

デーに関しては３年前から子供のいじめをなくすために

行っています。日本全国部分的に出て来ていますが、

一番力を入れているのが神奈川です。吉富さんは副理

事をされていますが、１５０万部売れている児童書作家

です。今日はどうぞはよろしくお願いします。 

 

◎ 『ピンクシャツデー２０２０㏌神奈川 

「いじめストップ」ワールドアクション』  

子ども未来ﾌｧﾝﾄﾞ副理事 吉富多美様           

 

 

 

 

 

今日はピンクシャツデー～ワールドアクションについ

て、お時間を頂戴し心より感謝致します。 

ピンクシャツデー２０２０推進委員会の母体となる神

奈川子ども未来ファンドの事と子供たちの現状につい

てお話させて頂きます。 

神奈川子ども未来ファンドはたくさんのボランティアの

協力と市民の皆様からのご寄付で運営している非営利

の民間団体です。主に神奈川の若者の育成や子育て

を社会で支える仕組みとして、２００３年に発足した全国

で初めての子供に特化したテーマ型の市民基金です。 

何故寄付や支えが必要なのか、今子供たちはどんな

SOS を発信しているのか、広報誌やイベントやセミナー

などを通して、伝える事業とＮＰＯへの助成支援事業を

主な活動としています。頂いた寄付の６５％が助成原

資となります。神奈川県内を拠点として、若者や子育て

中の親を支援しているＮPＯや、いじめや虐待や貧困に

苦しむ子供支援のＮＰＯへ公募選考をへて助成をして

おります。 

第三者機関の選考をへて、２００３年に活動をスター

トして以来、延べ１０４団体、総額３４５９万円を助成して

来ました。これは全て募金です。これまではＤＶ被害の

子供のケアや児童虐待の乳幼児の親子のサロン、いじ

めや障害・不登校など、様々な背景の子供たちの居場

所や冒険や遊び場などに助成して来ました。私の本職



は児童文学作家です。小中学生向けの本を書いてい

ます。４０代の頃、子供のカウンセリングに携わってい

て、子供が抱える様々な課題を知りました。親や教師

や友人たちのちょっとした言葉で深いダメージを受けて、

自分に自身をなくしている子供たちがとても多いことに

気付かされました。『私なんて生まれて来なければよか

った』『どうせ誰も気にしてくれない』『生きていたって仕

方がない』という言葉を何度も聞きました。聞くたびに大

人への信頼もあきらめているようで、とても寂しくなりま

した。児童書を書き始めたのは、そうした子供たちを言

葉の力で支えていきたいと思ったからです。子供支援

や相談の場で出会った子供たちのリアルを描いた代表

作の『ハッピーバースデー』は１５０万部を超えるベスト

セラーとなりました。いじめや虐待、貧困などをベース

にした作品に子供たちが共感してくれたことは私自身

驚きました。 

子供たちの中に、この本の中に自分がいるという読

者メールがたくさん届きました。安心してＳＯＳを発信す

る人や場所を子供たちは見つけられずにいるのかと感

じました。ＮＰＯの子供支援活動団体は子供たちと大人

の信頼の縁を結びなおそうと日々奮闘しています。 

地域に根差したＮＰＯの活動プログラムは子供の育ち

に欠かせない栄養源であり、心を休める陽だまりです。

子供ファンドはその陽だまりが人材や資金不足で消え

てしまわないように支える役割を担っています。手を伸

ばせば届く場所、この神奈川に私たちの支援を必要と

している子供たちがいる事実を是非知って頂きたいの

です。 

２０１８年度の全国児童虐待相談対応件数は１５９８５０

件。いじめ認知件数は５４万件を超えています。年間 

３０日以上欠席した不登校の小中学生は１６万人を超

えて過去最多となっています。７人に１人の子供が相対

的貧困状態です。私たちの住んでいる神奈川に子供た

ちが生まれて良かったと思える街になるように、皆様の

力を頂き整えていきたいと思います。 

 ピンクシャツデー～ワールドアクションの紹介をさせて

頂きます。 

ピンクシャツデーとはカナダの２人の高校生の行動をき

っかけに、２００８年から始まったいじめ防止の取り組み

です。ピンクのシャツを着て登校した男子生徒がいじめ

にあいました。それを知った上級生がどうしたらいじめ

をやめさせることが出来るかと考え、ディスカウントショ

ップで５０枚のピンクシャツを買い、それを着て登校す

ればいじめをする理由がなくなるだろうという呼びかけ

に賛同し、ピンクのシャツや小物を身に着けて登校しま

した。学校中がピンクに染まりいじめはなくなったそうで

す。ブリティッシュコロンビア州知事がこのエピソードを

知って、２月の最終水曜日を『ピンクシャツデー』と宣言

しました。ＳＮＳなどで世界中に広がり、今では７５ヶ国

以上で様々ないじめストップに関する取り組みが行わ

れています。このワールドアクションに私達は２０１７年

から取り組んでいます。２０１６年やまゆり園事件、２０１

７年座間事件、幼い子供が虐待に合う事件があったり

等、いじめ認知件数は年々増えています。又、神戸の

公立小学校の先生が複数の先生から集団で悪質ない

じめを受けていたと報道がありました。子供たちはこれ

を見てどれほど失望し傷ついたことでしょう。声を上げ

ようとした子供たちの勇気も打ち砕かれてしまったので

はないでしょうか。いじめは学校の問題ではなく、子供

の問題でもなく、私達大人の問題なのです。対応性を

認め合ういじめストップのピンクシャツデーの参加をス

タートに、毎年２月のピンクシャツデー月間を私も自分

の中にある偏見や狭量さを問い直す機会にしたいと思

っています。大人が変われば子供もきっと変わるはず。

安心してＳＯＳを発信できるような人と人とのつながりを

子供たちの未来に残していきたいと思います。 

２０１８年と２０１９年の２月をピンクシャツデー月間とし

て、いじめストップワールドアクションを開催しました。県

や市町村、企業や団体・ＮＰＯ、商業施設などが一体と

なってのアクションは全国でも初めての試みだそうです。



子供たちへ、『大丈夫だよ。そばにいるよ』というメッセ

ージを伝えることが出来るアクションだと私は思ってい

ます。『我が社が参加します』という企業や団体の方が

増えていて、活動のエネルギーを頂いています。子供

の未来に関心を寄せているたくさんの大人がいることを

実感して本当に希望を持ちました。子供たちが安心し

てＳＯＳを発信できる優しい街となるよう、関係性の貧

困に陥らない様に、市民・団体・行政・企業が手をつな

ぐ神奈川モデルとして、全国に発信していきたいと思っ

ています。声を上げ行動することが、子供を守る大きな

力になるのだと、改めて思っています。昨年２月最終水

曜日のファイナルイベント当日は、マリンタワーも観覧

車もピンク色に染まって、ＮＨＫでは全国に８回にわた

って取り上げられ大きな反響を頂きました。今月ワイル

ドポーターズやランドマーク、横浜西口・東口のイベント

もございますので、皆様是非ご参加ください。 

ピンクシャツデー協賛チラシと協賛のＴシャツやストラッ

プ等の商品は運営費となりますので、皆様ご協力お願

い致します。 

 

◎ 神奈川子ども未来ﾌｧﾝﾄﾞ理事 安室伸一様 

数十万人の子供たちが学校で日々いじめにあってい

ます。そういった子供たちは誰に向かって声を上げれ

ばいいのか、大人たちの真剣さの度合いをいつも見て

います。そういったことでイベントを行い、『子供たちの

事を真剣に考えているよ。手を差し伸べるよ』というＰＲ

で、このピンクシャツデーを行っています。お配りしたチ

ラシの裏に協賛のご案内がありますので、皆様ご協力

をお願いします。 

 

◎ ニコニコボックス           高森委員 

横浜ロータリークラブ 安室伸一様 

  本日はピンクシャツデーのＰＲに伺いました。よろし

くお願い致します。 

横浜南ロータリークラブ 水谷透様 伊藤雄一郎様 

  昨年の貴クラブ５０周年行事の際にご縁を頂いたセ

ブポートセンターＲＣへメーキャップ及び社会奉仕活

動の見学もしてまいりました。本日はお礼を兼ねて

参加させて頂きました。 

根本会長 

  本日はたくさんのゲストとビジターの皆様ようこそ。 

  淺井さん、私たちのクラブへの入会を待っていまし

た。楽しくやりましょう。 

尾形幹事 高森会員 青柳会員 天野会員 上杉会員 

坂巻会員 海野会員 笠原会員 市川会員 平山会員 

櫻井会員 橋浦会員 福嶋(昭)会員 小後摩会員 

  神奈川子ども未来ファンドの皆さん本日の卓話よろ

しくお願い致します。 

  ミネ業株式会社の淺井英明さんご入会歓迎申し上

げます。 

  横浜南ＲＣ水谷さん・伊藤さん、横浜ＲＣ安室さん、

本日はようこそいらっしゃいました。 

宮島(史)会員 豊場会員 

  会員誕生日祝を頂きましてありがとうございました。 

大井会員 

  出かけに５歳児がドッジボールをしているところを見

て来ました。リーダーシップ・ずる・弱い子を守る等、

様々な人間模様があり、面白かったです。 

  ５０周年誌はようやくサンプルが出来ました。完成ま

でもう少しお待ちください。 

宮下会員 

  横浜南ＲＣの水谷様・伊藤様ようこそいらっしゃいま

した。セブではお疲れ様でした。 

 ニコニコボックス本日合計 ２７，０００円 

 ニコニコボックス前回分 ２６，０００円 

ニコニコボックス 累 計   ８６６，０００円 

 
◎ 米山チャリティボックス  
             坂巻米山記念奨学委員長 
上杉会員 大井会員 小後摩会員 坂巻会員  

櫻井会員 根本会員 橋浦会員 宮下会員 ８名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 ８，０００円 

米山チャリティボックス累計 １５３，０００円 

 

◎ 次週の予定 
２月１２日(水) 港南区社会福祉協議会 

◎ 会報               豊場会報委員長 


