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2015 ～ 2016　国際ロータリー会長　K.R. ″ラビ″ ラビンドラン

世界へのプレゼントになろう

今日のお祝い　「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」

＊事業所開設
　石村哲也君（10日）

＊会員誕生日
　米山尚登君（11日）

＊結婚記念日
　國方達央君（14日）
　加藤一郎君（15日）

＊入会記念日
　髙橋伸一郎君（H27.5.12）

点鐘　…会田義明会長

斉唱　…それでこそロータリー

ゲスト紹介

子どもの貧困対策センター
公益社団法人 あすのば 事務局長

村尾政樹様

会長報告

◎ガバナー事務所　より
・ソウル国際大会　大会本開会式に関して
・［友愛の家］ブースの件

◎国際ロータリー日本事務局　より
・ソウル国際大会に関する重要なお知らせ

幹事報告

◎例会変更　
・大和中RC

5月 5日（木）→　祝日休会
5月26日（木）→　夜間移動例会

6月16日（木）→　夜間移動例会
6月23日（木）→　取止め例会（定款第6条第1節
（Ｃ）による）

スマイル

会田義明会長
誕生日のお祝いありがとうございます。いよいよ私
も明日50の大台にのってしまいます。今日はまだ49
歳なので往生際が悪いですが、スマイル致します。

前田賢一君
昨日の月曜日、熊本と大分に災害見舞に行って参り
ました。九州の社員2名と長男と私も4人です。1人の
社員の実家は、倒壊寸前で住めなくなりました。夜中
に熊本入り5件、大分へ行き3件、その日の便で帰りま
したので、強行軍でした。心より災害へのお見舞いを
申し上げます。

米山尚登君
村尾事務局長、本日はよろしくお願いします。

常磐重雄君
先日、弁護士会のコンペで清川CCでラウンドし、その
あとセルバジーナさんにお世話になりました。そのコ
ンペでなんとホールインワンを出してしまいました。
しかも、保険がその2日前に切れておりまして、今、身
のふり方を考えているところでございますが、とりあ
えずめでたいことなのでスマイルしておきます。

滝澤　勇君
結婚祝をありがとうございました。今年で満41年に
なりました。

第2698回例会（4月26日）☆司会　髙橋　宏 SAA

今日の例会（2016年 5月10日）

「インターアクトの活動について」
担当：新世代委員長 十亀健志君

講師：地区青少年奉仕委員会 副委員長 西村弘司様
（厚木中RC）

次回の例会（2016年 5月17日）

「出版の未来、書店の未来」
担当：石村哲也君



和田勝美君
事業所開設と誕生日のお祝いをいただきました。あ
りがとうございます。

市川信也君
事業所開設のお祝いありがとうございます。

井上　聡君
家内の誕生日祝いのお花、ありがとうございます。当
日はちょうど休みの日なので、家族でお祝いができ
そうです。

畑中雄太君
初のスマイルとなります。畑中です。結婚記念日のお
祝いありがとうございます。今後とも宜しくお願い
します。

山本淳一君
半月程前テレビドラマの撮影がありました。5月4日

（水）日テレ夜10：30「世界一難しい恋」に何秒間か、
元湯玉川館が出ますのでごらんください。所用によ
り早退いたします。

西嶌洋一君
所用のため早退致します。

内山全浩君
大変申し訳ございませんが、所用の為、途中退席させ
て頂きます。今後はしっかり参加いたします。途中退
席にもかかわらずお祝いありがとうございます。

今日のお花

こでまり（会田義明君）
アマリリス（壽永純昭君）
えびねらん（山本淳一君）

例会「子どもの貧困」

担当：米山尚登君
講師：子どもの貧困対策センター 公益社団法人あすのば事務局長 村尾政樹様

子どもの貧困対策センター 公益財団法人あすのば 団体概要 

【目的】 

この法人は、子どもの貧困などに関する調査研究を行い、広く社会に対して提言を

し、また子どもの貧困対策などを行っている全国の団体や個人に対して活動の継続や発

展のための支援を行い、さらに生活困窮世帯の子どもや家族などに対する物心両面での

支援や情報提供などを行うことで、子どもが貧困の連鎖から脱し、幸せな人生を送るこ

とができる人に成長するように支援し、希望あふれる社会の実現に寄与することを目的

とする。 

【事業】 

(1)子どもの貧困やその対策などに関する調査研究や情報収集およびその公開と発信 

(2)社会に対する子どもの貧困対策などに関する提言とその実現に関する事業 

(3)子どもの貧困やその対策などに関する啓発および集会や行事などの開催 

(4)子どもの貧困対策などを実施している公益活動に対する支援 

(5)子どもの貧困対策などに関わる関係者の連携推進や交流とそれらに対する研修 

(6)子どもの貧困対策などに関わる事業の受託 

(7)生活困窮世帯の子どもや家族などに対する物心両面の支援や情報提供などの実施 

(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

【代表理事】 

小河  光治（子どもの貧困対策センター設立準備会代表・あしなが育英会元職員） 

【副代表 理事】 

村井  琢哉（子どもの貧困対策センター設立準備会副代表・山科醍醐こどものひろば理事長） 

【理事】 

工藤  鞠子（「ここにいるよ。」プロジェクト実行委員長・法政大学１年） 

久波  孝典（チャンス・フォー・チルドレン インターン・東洋大学４年） 

佐藤  寛太（あしなが育英会大学奨学生・名城大学４年） 

宮本 みち子（子どもの貧困対策に関する検討会座長・放送大学副学長） 

【監事】 

渥美 まゆみ（税理士・渥美まゆみ税理士事務所） 

津久井  進（弁護士・芦屋西宮市民法津事務所） 

【評議員】 

赤石 千衣子（しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長） 

阿部   彩（首都大学東京 都市教養学部教授） 

高橋  亜美（アフターケア相談所ゆずりは代表） 

徳丸 ゆき子（大阪子どもの貧困アクショングループ代表） 

村上  吉宣（全国父子家庭支援ネットワーク代表理事） 

幸重  忠孝（幸重社会福祉士事務所代表・滋賀県スクールソーシャルワーカー） 

渡    剛（あっとすくーる理事長） 

【事務局長】 

村尾  政樹（こころから笑い合うためのネットワーク・ここわらねっと設立メンバー） 

【事務局】公益財団法人あすのば 
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「子どもの貧困対策法」成立から２年を迎えた２０１５年６月１９日に、子どもの貧困対策センター「一般財団法人

あすのば」が設立され、２０１６年４月１日に公益財団法人として認定を受けました。 

＜子どもの貧困対策センターあすのば 事業の３本柱＞「政策提言」「支援団体への中間支援」「子どもたちへの直接支援」 

 

 

 

 

子どもの貧困の実態を徹底的に「見える化」し、    子どもを支える組織や人をしっかり支えることで    支えられた子どもが支える側にまわれるような 

具体的・建設的な提言をする             全国各地で充実した支援体制の確立          社会全体で子どもを育む仕組みの拡大 

例えば…子どもの貧困の実態調査          例えば…全国の実践者を中心としたつながりの構築    例えば…自立につながるキャンプなどの開催 

研究者・実践者などの連携による研究        活動の質の向上や団体の基盤強化への取り組み      小学・中学・高校生への入学給付金の支給 

子どもの声に基づく政策提言 など          ワークショップや交流会など研修集会の開催 など    子ども支援のモデル事業の実施 など 

 

＜あすのば 運営方針＞ 

★子どもたちで組織する「子ども委員会」を設置して、子どもたちが困っていること、意見、要望などにしっかり耳を傾け、尊重するしくみをつくる 

★「子ども委員会」を代表して学生が理事となり、「子どもがど真ん中」になって子どもの声を直接センターの運営に反映できる組織づくりをする 

★子どもの貧困対策に関わるあらゆる分野の関係者が力をあわせ、行政や政党などに対して中立的な立場でさまざまな活動や事業を展開する 

 

子どもの貧困対策センター 公益財団法人あすのば   代表理事 小河光治 

〒107-0052 東京都港区赤坂 4-2-3 コークス赤坂 415 TEL：050-3740-2889 FAX：050-3737-2889 

E-mail：info@usnova.org WEB：http://www.usnova.org 

子どもの貧困対策センター 公益財団法人あすのば 事業概要   

「子どもがセンター
ど ま ん な か

」の新財団です！ 

 

調査・研究によるデータ 

などに基づいた政策提言 

活動の持続・発展のため 

支援団体への中間支援 

自立に向け、物心両面での 

子どもたちへの直接支援 



出席報告　＜会員43名、出席対象40名＞

4 月 12 日例会　　確定出席率 94.87％ 4 月 26 日例会　　出席 35 名　欠席 6 名　出席率 87.50％
＜事後メイク＞
　石村哲也君 （4月16日／厚木県央RC）
　柳田純昭君 （4月17日／地区協）

＜事前メイク＞
　前島憲司君 （4月18日／海老名RC）
＜欠席＞
　十亀健志君・松原貴樹君・三宅壯平君
　高野昌伴君・髙橋伸一郎

新会員紹介

ふ り が な こんどう けんじ
氏 名 近藤　憲司君
生 年 月 日 昭和53年6月6日（37歳）
事業所住所 厚木市旭町 1-2-1
推 薦 者 常磐重雄君
勤 務 先 日本生命保険総合会社 職業分類 総合保険
趣味・特技 釣り
所属委員会 クラブ広報


