
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1383回 （本年度 21回）  
平成 28年 12月 22日(木)  
疾病予防と治療月間 
 

【福田 紀彦 川崎市長を迎えて】 
 

点  鐘  戸張 裕康 会長 
 

司  会  江口 進  会場監督 
 

斉  唱  「それでこそロータリー」 
 

会員出席報告 山本 剛 出席・親睦副委員長 

欠席者：高木会員、堤会員 
 

お客様紹介    戸張 裕康 会 長 
 
福田 紀彦 様（川崎市長・ゲストスピーカー） 

 
 

ニコニコ報告 山本 剛 出席・親睦副委員長 
 
◆石塚 勝 様（川崎鷺沼 RC） 
 いつも大変お世話になります。本日はメイクにお伺

いいたしました、よろしくおねがいします。 
 
◆戸張 裕康 会長・都倉 八重子 幹事 
本日は多くのゲストの方をお迎えての川崎市長福 
田様の卓話です。本当にありがとうございます。 
日露会談も気になりますが、…尚、5月 20日(土)に
当クラブ 30周年記念式典を行います、これからもよ
ろしくお願いいたします。 
 

「みんなニコニコ」 福田市長ようこそ！！！ 
徳安 久是 会員・若狭 滋則 会員・高瀬 建夫 会員 

小泉 正博 会員・山本  剛  会員・市川 功一 会員 

宮崎 玲児 会員・鈴木 次男 会員・神谷 直 会員 

小林 正樹 会員・工藤 和弘 会員・会田 公雄 会員 

 
 

卓  話  定時制高校 弁論大会 

弁士   

 

演題 「保育園落ちた、日本死ね」について 

 

２月１５日に、はてな匿名ダイアリーにて投稿

されたこのブログについて、知っていますか。ち

なみに、今年の流行語大賞に選ばれた言葉です。

子供を保育園に預け、仕事に復帰しようとしまし

たが、保育園の入園審査に落ちてしまい困ってい

る女性の言葉です。同様の考えを持つ主婦達を軸

にさざ波のように広がっていき、話題となりまし

た。 

私の知人にも、子どもを保育園に預けることが

できず、やむを得ず退職し、専業主婦として子育

てをしている人がいます。なぜ、このように保育

所に入ることができない待機児童がでてしまうの

でしょうか。この待機児童問題について、話して

いきたいと思います。 

22 年前の平成６年から、政府は待機児童対策を

とってきましたが、予算は高くありませんでした。

昨年の４月に、ようやく消費税の一部を充てる「子

ども子育て支援新制度」という方策を打ち出しま

した。このようなこともあり、平成２５年あたり

から保育の拡大量が一気に伸びました。しかし、

共働き世帯が増えると同時に、認可保育所に申し

込む人も増え、待機児童は減らず、むしろ増えて

しまっている状況です。 

昨年の４月に、川崎市では、待機児童はゼロで

あると発表しました。しかし、育休をしている保

護者がいる、仕方なく保育料の高い無認可保育園

に預けている等の場合は、カウントされず、現状

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

26名 20名 6名 90.91％ 

前々回(12月 1日)欠席 6名 Make up 1名 87.50％ 

ニコニコボックス 本日 48,000 円 累計 404,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 55,000 円 

 

 
 

 

川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 第１・第３木曜日 PM12:30～ 第 2・第４木曜日 AM7:30～ TEL:044-711-8855 
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『人類に奉仕するロータリー』 Rotary Serving Humanity 

ＲＩ会長 ジョン・ジャーム 第２５９０地区ガバナー 高良 明 



は変わっていません。「もっと、保育所を作り、待機

児童を減らせばよいのではないか。」と疑問を持つ人

も多いことでしょう。まさに、その通りだと思いま

す。しかし、それほど保育所を作ることができない

要因が３つあります。 

一つ目の要因は、「予算」です。 

待機児童が特に多い都市においては、保育士が不足

しています。保育所は、一人でも保育士が欠けてし

まうと、法令違反で開園することができません。よ

って、採用できた保育士の人数が、開園数の上限と

なります。保育士不足の要因は、保育士の待遇が低

いことです。保育士の給与は、平成２５年の全国平

均で月２０万７千円です。全産業平均との差額を予

算とすれば、保育士の待遇は改善し、開園を早める

ことができます。 

二つ目の要因は、「自治体」です。 

保育所の設置には、自治体の認可が必要です。しか

し、自治体は既に設置の計画を立てており、それ以

上の設置の認可をとるのは、厳しい状況です。昨年

に施行された「子ども子育て支援新制度」によって、

事業者が一定の基準を合格することで、自由に開園

できるようになりましたが、この制度は自治体によ

っては、水泡に帰しつつあります。 

三つ目の要因は、「物件」です。 

保育所を安全に運営するためには、二方向避難路の

確保や、新耐震基準を満たしている等必要な要件が

多くあります。それらを満たし、周辺の住民からの

理解を得た上で、保育所に相応しい広さがあり、駅

からの距離がそう遠くない物件というのは、極めて

限りがあります。 

これらの要因があることから、保育所を作ること

は厳しいのです。このままでは、少子化も進行し、

社会保障も

危機に迫っ

てしまいま

す。では、私

たちにでき

ることは何

でしょうか。 

まず、待機

児童問題に

ついて、関心

を持つこと

です。小池百

合子氏が女

性初となる

東京都知事

に就任され

たこともあ

り、待機児童

問題はこれからも変わっていくはずです。現状と今

後に、私たちは目を向けるべきです。 

そして、政府に対して保育士の給与を引き上げる

ための予算増額を訴える、自治体に住民の意見を届

ける等の手段はあります。 

しかし、私一人の行動だけでは、現状を変える

ことはできません。変えるためには、皆さんの声

が必要です。あと数年すれば、私たちも親世代に

なります。他人事だと見て見ぬふりをせず、待機

児童問題に関心を持ち、私たち自身で行動しまし

ょう。 

平成２８年１２月２２日 

 

弁士 山本 城二 

演題「僕は忘れない」 

 

私は、このやりとりを忘れたくない。 

「おい、しっかり勉強したのか。全部暗記するま

で頑張ったのかよ。」 

私はこう言った。 

「自分なりに頑張ったつもりだよ。勉強もしたよ。」

と小声で。 

相手は更にいう。 

「じゃあ、何でペア学習の時、答えられなかった

のか。お前みたいな足手まといのせいで、俺の成

績が下がったらどうしてくれるのだよ。」 

私は何も言えなくなった。 

それは中学三年生のこと。私の成績はあまり芳し

くなかった。なので、優秀な人たちとグループを

組めば、授業では、迷惑がかかる。そうならない

ために、私はできる限りの努力をする。しかし、

それでも優秀な人たちには遠く及ばないし、対等

にはなれない。そんな風に私は思っていた。ペア

学習で組んでいた彼は前までは私と同じような成

績だった。でも、高校受験でよい学校に通うため、

必死で勉強したと言っていたい。 

一方、私は成績や家庭の事情から定時制高校に通

うことになった。入学したら中学と同じように普

通の学校生活を過ごせたらいいかなと思っていた。 

すると、状況は一転、ここではほんのわずかな努

力と根気さえあれば、良い成績が容易にとれてし

まうことが分かった。一年の前期、夏休み前の成

績は中学の時では考えられないような良い成績と

なった。しかし、気持ちは複雑だった。もちろん、

中学よりも良い成績がとれたことは喜ばしいのだ

が、一方では容易に取れてしまうので、どこかで

素直に自信を持つことができない自分もいた。 

私は、そこから自分の生き方を変えてみたいと心



から思った。また、ここで出会った多くの人たちが

私の高校生活を大きく変えてくれた。日中はアルバ

イトをして夕方から学校に通いながら勉強をする。

これは、定時制だからできる生活スタイルだ。また、

放課後は簿記部で検定を学習しながら他にも生徒会

役員として学校行事に携わることができた。 

いろいろなことに挑戦し、楽しみながら全力で毎日

を過ごした。時には、恋愛をしたときもありました

ね。 

そうしていくうちに、気づけばもう四年生で卒業を

目前に控えている。今は就職活動で自分の葛藤と戦

っている毎日だ。生徒会会長を務め三年間の生徒会

活動を引退したこと、難関と言われる日商簿記検定

に合格したこと、そういった順風満帆な日々を送れ

ていたのも昨日のことのように懐かし。このような

高校生活が送れたのは、自分の努力と出会った多く

の人たちがいたからできたことだと、誇りに思うと

同時に感謝しています。 

「本当に、ありがとう」 

しかし、まだ終わりではありません。 

なぜなら、自分でも驚くほどの順調な高校生活が送

れたことで、他人と比較するように自分もなってい

たからだ。高校生活は学業が本分であるのに、なぜ

真剣になれないのか、周りの努力していないように

見える人をどこか心の中で見下している自分がいた。

まるで、中学の時の状況、立場が逆転したように思

えてしまった。いつしか自分のなりたくないものに

自分がなってしまったことに怒りと悲しみが交差し

た。 

おかれている環境が違えば、人それぞれの目標も生

き方も異なる。もっと、相手を尊重するべきだった。

私はこれに気づかされた。 

私は、あのやりとりを忘れたくない。 

 

 

 会長報告  戸張裕康 会長（12月 22日分） 
 
１．地区より、次年度役員情報の提出依頼がきて 

おります。 
・ＲＩへ報告の次年度役員情報 
・2017-18年度 クラブ会長・幹事の漢字表記 
※事務局にて対応させていただきます。 

 
２．他クラブ例会臨時変更  
●川崎とどろき RC  

1 月 2 日･9日(月) 休会 

1 月 16日⇒1月 11 日(水) 6RC 合同賀詞交歓例会  

ﾖｺﾊﾏ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ 点鐘 18：30 

●川崎大師 RC   

1 月 4 日(水)  休会 

1 月 11日⇒10日(火) 新春 4RC合同例会  

川崎日航ﾎﾃﾙ   点鐘 12：30 

 
 
３．1月 19日(木)例会前 11時よりﾎﾃﾙ精養軒にて 

定例理事会を開催致します。 

  理事･役員各位のご出席をお願い致します。 

 

【プログラムの予定】 

 

12 月 29 日(木) 休 会 

1 月 5 日 (木) 休 会 

1 月 11 日 (水) 1月 12日の例会を 11日（水）に変更  

6RC 合同  賀詞交歓例会 点鐘 18：30 

ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞ  ｲ ﾝ ﾀ ｰｺ ﾝﾁ ﾈﾝ ﾀﾙ ﾎﾃ ﾙ 3 F  

「 パシフィック」  

1 月 19 日(木) H 精養軒  12：30 ～ 13：30 

 理事会 会員お祝 

クラブフォーラム(職業奉仕) 河合 束委員長 

1 月 26 日(木) H 精養軒  7：30 ～ 8：30 

早朝例会「30 周年に向けてのミーティング」 


