
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 
2021 年 10 月 20 日 (水) 

通算第 2986 回例会 

本年度 第 12 回  

場所 瀬戸商工会議所 

例会次第 
・開会点鐘 

・「それでこそロータリー」 

・出席状況 

・会長挨拶 

・行事  

・誕生日・結婚記念日祝福 

・報告事項 

・委員会報告/その他の報告 

・卓話   

地区ポリオプラス/職業研修チーム

委員長 青山貴彦君 

「ロータリー財団プログラムについて」    

    
 

 

 

第２９８５回例会 会長挨拶 鈴木政成君 
 

２０２１年１０月２０日発行  第２８０５号    

瀬戸ロータリークラブ会報 
２０２１～２０２２ ＲＩ.２７６０地区  

前回例会 記録 
2021 年 10 月 6 日 第 2985 回例会 

・場所 瀬戸商工会議所 

・出席報告 55 名中  39 名 

出席率   70.90％ 

 

・行事 

 ・2021 学年度米山奨学生  

タイ・リンさんへ 10 月分奨学金授与 

 

・入会式 佐藤亜矢子君 

 

・本人誕生日  

鈴木光彦君  加藤克己〔2021〕君 

増岡錦也様  近藤三博君   

加藤眞言君 

・ご夫人誕生日 

   青山貴彦君ご夫人智子様 

   高橋信郎君ご夫人真紀様 

   増岡錦也様ご夫人容子様 

・結婚記念日  

加藤克弘君 松村晋也君 

水野和郎君 青山貴彦君 

加藤一夫君 佐野一二君 

 

・卓話        

瀬戸市役所 健康福祉部  

こども未来課長 磯村玲子様  
「瀬戸市子ども・若者の現状と『瀬戸市 

子どもの今・未来応援基金』の役割」 

 

 

 

皆さんこんにちは。本日は 2985 回

目、一か月ぶりの例会でございます。本

日のゲストを二人紹介したいと思いま

す。まず、お一人目は 瀬戸市役所健

康福祉部こども未来課長磯村玲子様で

ございます。磯村様は、我々が寄付をさ

せていただきました瀬戸市こどもの今・

未来応援基金の担当課長さんでござい

ます。大変お忙しい中お越しいただき、

コロナ禍で経済的に困窮しているご家

庭や子供の現状を、色々と詳しく卓話で

お話しいただけるという事です。宜しくお

願い致します。そして、もう一人のゲスト

は 2021 学年度米山奨学生タイ・リンさ

んでございます。タイ・リンさんは、9 月 4

日から 26 日迄、栄でグループ展を行

い、沢山の皆様に足を運んでいただき

ました。この後、そのお話も聞ければと

思っております。 

 本日は、かつて瀬戸ロータリークラブ

に在籍されており、先日 9 月 12 日に

93歳で亡くなられました江川辰三さん

のお話をしたいと思います。在籍され

ていた時の職業は、宝泉寺住職でご

ざいました。江川さんは、昭和 58 年

の 1983 年～平成 7 年 1995 年迄の

12 年間当クラブに在籍され、退会さ

れた後は大本山總持寺貫首となら

れ、今年で 11 年目のお勤めの途中

でした。その間には 曹洞宗管長（任

期 2 年）を 3 度お勤めなされていま

す。実は江川さんのお話をしたいと思

ったのは、江川さんの在籍された昭和

62 年 1987 年の 11月 20日に、瀬戸

ロータリークラブと諏訪ロータリークラ

ブは、友好提携を結んでいます。 

江川さんが当時、ご出身の山梨県の

清光寺から、瀬戸の宝泉寺に移動さ

れる途中に、上諏訪で降りられ、布半

で一泊するという事が度々あったそう

です。そんな中、当時の布半の社長

さん等と親交を深めたことが、友好提

携に繋がったと、諏訪の皆さんからお

伝えいただきました。このご縁を結ぶ

きっかけとなった江川さんがお亡くな

りになったことは残念でありますが、来

年は諏訪の御柱祭の年でございま

す。このまま順調に、コロナが落ち着

いていたら、皆さんに出席を募って、

江川さんを偲びながら、諏訪に出かけ

たいと思っております。 

ご冥福をお祈りいたします。短い例会

でございますが、宜しくお願い致しま

す。 

 

例会予定 
 

10 月 27 日（水） 
愛日緑化造園株式会社  

代表取締役 加藤滋様  

「森と暮らす庭づくり」 
 

11 月 3 日（水） 
法定休日 

 

11 月 10 日（水） 
コンシェルジュ PLUS 

代表 大谷小枝子様 

 演題未定 

 



 

  瀬戸市役所 健康福祉部 

こども未来課長 磯村玲子様 

「瀬戸市子ども・若者の現状と『瀬戸市 

子どもの今・未来応援基金』の役割」 
 

 
 

 

皆様、こんにちは。本日は緊急事態宣言明けの大変貴重なお集

まりを私共、瀬戸市子どもの今・未来応援基金へのご寄付のお願い

に充てさせていただくことができ、大変光栄にありがたく存じておりま

す。 

私は 3 年半前にこども未来課というところにまいりまして、自分自身

は子どもを何人か育てている以外に何の専門家でもございませんの

で、着任して以降、様々なデータに触れる中で、今の子ども・若者が

置かれている現状が非常に心配なのではないかと感じまして、自分

達でも統計等をとりデータを集めました。その中で、特に私自身が印

象深く思っているものについてお話しさせていただきます。その後、

基金の役割等をご説明させていただきます。 

社会的自立に困難を有する子ども、若者という用語がございます。

私共の子ども・若者政策は、瀬戸市子ども総合計画に則って計画的

に進められています。その第 2 章に困難を有する子ども・若者の支

援ということで、貧困、児童虐待、外国人、障がい、自殺、引きこもり

の子どもから非行、インターネットトラブル等がございます。 

どういう状況かを保護者の方からの認識から見ていきます。平成 31

年 2 月に私共が実施しました子どもと保護者、瀬戸市 8 千人のアン

ケート調査から得たものです。保護者の自分が子どもの頃よりも増え

ていると思う子どもはどのような子どもですか、という質問に対して一

番多いのが外遊びをする子どもが少なくなったと答えておられます。

その次に多いのが、ネット依存の子ども、それから 3 番目には外国人

の子ども、4 番目は不登校の子ども及び引きこもりの若者、児童虐待

の疑いのある子ども、となっています。この認識が行政のデータとあ

まりずれていないのがおわかりいただけると思います。 

瀬戸市の子どもの貧困率を挙げたものですが、7.1％、平成 30 年

のデータです。私が一番印象深いと思っていますのが、ひとり親世帯

の子どもの貧困率でこれが 50.2％で二人に一人ということになりま

す。貧困とは経験の無いお子さんが多い、つまり誕生日を祝ってもら

ったことがない、或いは海を見たことがないという方もいらっしゃいま

す。それからつながりの貧困ということで、社会や行政とのつながりを

避ける傾向がございます。私共がご支援しようと思っても、その支援

について拒否される、或いは SOS を出されない、そのような傾向もご

ざいます。また格好を見ただけで、ボロボロの服を着ているというわけ

ではありませんので、ご家庭が貧困であるかには気付きにくいです。

このような貧困は世代を継いで連鎖する傾向があり、私共がこれを食

い止めたいと思っており、子ども自身が自分の環境によって自分の

人生を早い段階で諦めてしまうようなことがないような社会にしたいと

いうことでございます。 

次に児童虐待です。私がよく受ける質問に、瀬戸市は児童虐待が

あるのですか、というのがあるのですが、残念ながら結構ございま

す。私が着任しました平成 30 年度は児童虐待をした親御さんが

何人か逮捕されまして、こんな大変なんだと思いました。最近では

虐待の対応相談も 949 件、新規が 190 件と非常に多い状態で、

よその市に比べ子どもも多いですが、件数的にも多くなっておりま

す。虐待の要因としまして、虐待体験つまり親が虐待の家庭で育

ったために子どもにも同じような連鎖に落ちてしまうという傾向がみ

られます。 

次に発達障害ですが、こちらは全国で 6.5％、また小中学校の

不登校、これは瀬戸市のみですが 1.2％から 4.8％で中学生にな

ると非常に多い数字となっております。次のデータは全国ですが、

インターネットを平日に 3 時間以上使っているお子さんが非常に

多くなっており、それが原因で不登校になる場合もあります。相談

ではネットトラブルで親の虐待に遭っている、学校に行けない、と

いうのが最近多くなっております。それから携帯電話での誹謗中

傷でのトラブルも倍くらいに増えています。また学校の内外での暴

力が多くなっています。キレる感じのお子さんも増えています。ま

た残念ながらコロナの影響もあり、若い方の自殺は非常に増えて

おります。 

引きこもり、これは瀬戸市の集計では推定 528 人、1.68％です。

仕事も勉強もしていない無業者である若者は 2.7％とかなり増えて

きております。この中の 3 割、4 割はより所得の低い世帯の出身と

いうことで貧困世帯の割合が高くなっているのが特徴です。 

今年 4 月に子ども・若者センターを作りました。そのセンターに

寄せられる相談は、その前の小さな相談室の時と比べると 3 倍と

なり、多くの方が相談の必要な状態となっております。これを踏ま

えまして、瀬戸市としましても先程の子ども・若者センターには 7

人の専門職を置き、それぞれ心理士とか子どもの専門家が、困っ

たら来ていいよ、という場所を作るとか、手当を出す、子ども食堂

のネットワーク化、本日もそうですが、統計等をご披露してこの状

況を知っていただく、またそれを知っていただいたら応援いただ

く、ということを行っております。予算の金額ですが、2 年前は 12

万円だったのが、今年度は 2,586 万円に拡充いたしました。ま

た、全体の市の児童福祉費も 62 億円から 68 億円に拡充してお

ります。子どもの今・未来応援基金ですが、先程の子ども総合計

画の四大事業の一つとなっております。全ての子ども・若者がその

権利を尊重され、また輝かしい今と未来に向かって羽ばたいてい

けるように、切れ目なく支援をすることを目的としまして、今年 3 月

に議会で条例として制定されております。 

ロータリー様としましては、既にご賛同いただいておりますが、基

金の使い道としまして子ども・若者への困難家庭への支援、子ども

食堂への支援、また子どもの活躍に対する応援事業を立ち上げ

ていければと考えております。これはご寄付をいただきました企

業、団体様に関して私共が考えておりますことですが、サポータ

ー賞という毎年シールを集めていただける形でしたり、寄付、目録

の贈呈式、記者発表なども設けさせていただきます。このような寄

付を通しまして、市民の皆様、企業、団体の皆様に子ども・若者の

状況を知っていただき、ご寄付を通して子ども・若者を支援いただ

くと同時に、企業の皆様が直に子ども・若者を支えていただけるよ

うな活動を基金が基盤となって地域社会全体で応援する社会に

繋げていければと考えております。 

今回は、ロータリー様として多額のご寄付を頂戴しまして誠にあり

がとうございました。是非、今後、ロータリアン様として、またロータ

リアン様の会社として、瀬戸市子どもの今・未来応援基金をお支え

いただけますようどうぞよろしくお願いいたします。最後にチラシに

あります個人用のご寄付の申込書、企業、団体様用の申込書が

ございます。もし可能であれば継続サポーターということで、継続

いただけると大変ありがたく思っております。個人用の方はふるさ

と納税の仕組みもご利用いただけますので、何卒ご検討賜ります

ようよろしくお願いいたします。 

本日はお時間をいただきましてありがとうございました。 

卓 話 

;etラム 

 
 

 

 

 2021～2022 瀬戸ロータリークラブ 会報 

 



                               

発行 : ＲＩ ２７６０地区 瀬戸ロータリークラブ      〒489-8511  愛知県瀬戸市見付町 38-2 瀬戸商工会議所内 
会長 鈴木政成  / 幹事 松本哲也  / 広報・雑誌・会報委員会   江坂正光・野田由紀子・岡村 肇     

TEL0561-84-1160  ＦＡＸ 0561-84-0116     E-mail:setorc@titan.ocn.ne.jp     https://www.setorotary.com/ 

 

会員交流会 

;etラム 

 
 

 

 

 2021～2022 瀬戸ロータリークラブ 会報 

 

ニコボックス報告 
2021 年 10 月 6 日例会 
磯村玲子様の卓話を楽しみにしています。本日は宜しくお願

いします。会長 鈴木政成、幹事 松本哲也 

こども未来課長 磯村玲子さんの卓話を楽しみに!! 増岡錦也 

佐藤亜矢子君の入会を心より歓迎します。瀬戸クラブでの御

活躍を期待しています。会長 鈴木政成、幹事 松本哲也 

佐藤さん入会おめでとう。ガンバって下さい。加藤陽一 

佐藤亜矢子支店長、ご入会おめでとうございます。貴女の明る

さで楽しいロータリーライフをお楽しみ下さい。寺田悟 

どうぞ宜しくお願い申し上げます。佐藤亜矢子 

誕生日をお祝い頂きましてありがとうございます。鈴木光彦 

先日は誕生日をお祝い頂きありがとうございました。加藤克己

(2021) 

誕生日の祝いありがとう。増岡錦也 

誕生日を祝って頂きありがとうございます。近藤三博 

誕生日をお祝い頂きありがとうございます。加藤眞言 

妻の誕生日をお祝いいただきありがとうございます。青山貴彦 

妻の誕生日をお祝頂きありがとうございました。高橋信郎 

妻容子の誕生日の祝いありがとう。増岡錦也 

結婚記念日を祝って頂きありがとうございます。これで 17 周

年。20周年目指して精進致します。加藤克弘 

44 年前の 10 月 10 日は今日の様に雲一つない晴天でした。

松村晋也 

11 回目の結婚記念日となります。まだまだがんばります。青山

貴彦 

結婚記念日をお祝いいただきありがとうございます。水野和郎 

結婚記念日をお祝い頂きありがとうございます。まったく忘れて

おりました。加藤一夫 

結婚記念日を祝っていただきありがとうございます。佐野一二 

瀬戸市制 92 周年記念日に公益功労表彰を頂きました。水野

和郎 

引き続き青山貴彦君にはお世話になっており、又々お世話に

なりそうです。いつもありがとうございます。青山稔 

瀬戸市役所 健康福祉部 こども未来課長 磯村玲子様の卓

話を楽しみにしています！ 

青山稔、井上博、江坂正光、大竹一義、大原道夫、刑部祐

介、梶野輝雄、加藤克己(2021)、加藤捷、加藤眞言、加藤光

哉、加藤太伸、加藤令吉、鈴木伸、鈴木光彦、高橋信郎、田

中靖達、野田由紀子、松村晋也、水野和郎、栁澤博志、山本

英雄 

佐藤亜矢子君、入会おめでとうございます！ 

青山稔、井上博、江坂正光、大竹一義、大原道夫、刑部祐

介、梶野輝雄、勝谷哲次、加藤一夫、加藤克弘、加藤克己

(2021)、加藤捷、加藤眞言、加藤光哉、加藤太伸、加藤令吉、

近藤三博、佐野一二、鈴木伸、鈴木光彦、田中靖達、野田由

紀子、牧オサム、松村晋也、水野和郎、栁澤博志、山本英雄 

卓 話 
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『瀬戸市子どもの今・未来応援基金』に 

２５万円寄付 
 

 
 

卓話にて磯村様よりお話のあった、『瀬戸市が、一

人一人の子ども及び若者が、切れ目のない支援を受

けることで、それぞれの夢又は自立に向かって健やか

に育つことができるための施策を推進するため、みな

さまからの寄附の受け皿として、創設した「子どもの

今・未来応援基金」』に、瀬戸ロータリーとして２５万円

を寄付致しました。 

１０月１２日、市長から感謝状を頂いた折に、鈴木

会長は「コロナで中止になった例会の食事代などの

費用を集めて捻出した」と述べました。 

伊藤市長は、「子ども食堂の運営や貧困子育て家

庭の支援などに大切に使いたいと感謝を述べました。 

 

2021 学年度米山奨学生 

タイ・リンさんへ 10 月分奨学金授与 
 

 
 

 

入会式 佐藤亜矢子君 
三菱 UFJ 銀行 瀬戸支店長 

 
 


