
 

 

 

 

 

８月は会員増強・新クラブ結成推進月間です！ 

【梅村会長】新型コロナ禍の中、子どもたちの居場所はどこにあるのでしょうか。 

親が貧しくて食事が摂れない子どもたちや、勉強の機会が十分でない子どもたちがいま

す。学校給食が主な栄養摂取機会となっている孤食傾向の子どもたちがいます。 

そこで岡崎東ロータリークラブは、居場所のない子供たちに、安心できる場所と食事提

供を続ける運営体を支援していきたいと考えました。 

豊かな日本でも「７人に 1 人」が貧困といわれています。子ども食堂は、日本の社会に

隠れた 「見えない貧困」問題を解決する一つの手段であると思います。 

貧困には、絶対的貧困と相対的貧困の 2 種類あります。絶対的貧困とは、人間として最低限の生活を営むことが

できない状態のこと。対して相対的貧困とは、国民の年間所得の 50％に満たない所得水準の人々のことを指しま

す。つまり、金銭的に困っているのは相対的貧困、生活全てにおいて低水準で、貧しい思いをしているのが絶対的

貧困ということです。厚生労働省による「平成 28 年国民生活基礎調査」では、日本の相対的貧困率は 15.6％と

なり、7 人に 1人が貧困状態にあることになります。また、相対的貧困率の 15.6％のうちの半数がひとり親世帯

であることも大きな問題です。深夜まで一人で過ごす子どもは、コミュニケーションをとる機会が減り 成長過程

に大きな影響を及ぼします。また宿題をする習慣が身につかず学力低下につながります。貧困が原因で塾や習い事

など、学校以外で学習する機会が少ないことも教育格差につながります。一般的な水準の家庭よりも貧困家庭の子

どもの学力が低い傾向にあるようです。 

貧困の原因は、親の収入の問題です。親が仕事をしていない、または非正規雇用のため給与が少ないなどが貧困

の根本的な原因です。二つ目はひとり親家庭の増加です。内閣府「ひとり親家庭の離婚後の収入 」によると、離婚

後の養育費を支払っていない父親は 8 割以上であり、ひとり親家庭の貧困の原因のひとつです。 

子どもの貧困がもたらす社会的損失は、42.9 兆円に及ぶと言われています。貧困家庭の子どもは学習環境が悪

く、能力も低くなる傾向にあります。このことが社会的損失に直接つながります。学力が低いと大学への進学はお

ろか、高校への進学もできず将来の就職先は、アルバイトや低い給料で働く可能性が高くなります。このような悪

循環が多くの人の間で起こってしまうと、この人たちが収める税金よりも生活保護などの支出が大きくなり、損失

が生まれます。子どもの貧困問題は本人たちだけではなく社会全体の問題でもあります。 

私たちは、子どもたちが安心して過ごせる居場所を作ってあげることが必要です。 

現在 児童福祉事業として行われている事例としては、「放課後児童クラブ」があります。 

留守をする機会の多い共働き家庭などの 10歳未満の子どもに対して、放課後 児童に適切な遊びや生活の場を

与えて、健全な育成を図ることを目的とした取り組みです。 

もう一つの事例として貧困家庭の子どもは、親が夜遅くまで働き朝早く仕事に出かけることが多いため、ご飯を

満足に食べることができない、栄養バランスの取れた食事ができない現状にあります。そんな子どもたちに救いの

手を差し伸べているのが「子ども食堂」です。 

日本の貧困問題は、決して野放しにできる問題ではありません。解決への道をたどっていくためにも、私たち一

人ひとりが当事者意識を持ち、取り組んでいく必要があります。 

子ども食堂の取り組みは未来を作る子供たちの為に意義のあるものです。 

今回の「子ども食堂推進プロジェクト」は、子ども食堂の活動を皆さんに周知するために実施します。ロータリ

アン一人ひとりが自分にできることを考え、行動していかなくてはいけません。10 月 10 日の広報活動に向けて、

特別委員会は毎週準備を進めてくれています。皆さんのご協力をいただき子どもたちの現状をお知らせし、支援の

輪を広げることをお願いして会長挨拶とします。 
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会長挨拶  「広げよう！子ども食堂の輪」の開催に向けて    梅村順一君 

【本日の卓話】              岡崎ローターアクトクラブ 

会 長  河上 英樹 君 

 

「 岡崎 RAC の現状と今期の方針 」 



 

【卓話：ガバナー補佐訪問】  
【卓話開始】 

 
【ガバナー補佐自己紹介】 【R1会長テーマについて】 

【RI 会長紹介】 【岡部ガバナー紹介】 【IM 及びゴルフコンペ案内】 【畔栁副会長お礼の言葉】 

ご来訪者 ガバナー補佐 杉浦敏夫様（豊田 RC） 

      地区副幹事  伴野友昭様（名古屋北 RC） 

      分区幹事   酒井法丈様（豊田 RC） 

≪前回の幹事報告≫ 
◼ 8 月 6 日理事会報告 
⚫ 新年度親睦夜間例会決算報告の件 

⚫ 繰り越し親睦旅行予算の件 

⚫ 佐藤寿行君休会お申し出の件 

⚫ 8 月～10月出席義務免除の件 

⚫ スマイルコーヒー金額変更の件(1 杯 100 円以上寄

付 [子ども食堂食材購入費等に活用]) 

全て承認されました。 

◼ ガバナー公式訪問(岡崎 RC 愛知三州 RC と合同例

会)が岡崎RCホストにより9/9(水)竜美丘会館大ホ

ールにて開催予定です。8/26 迄に出欠席を連絡願

います。 

◼ 本日ガバナー補佐をお迎えしての第 3回クラブアッ

センブリーを例会後 13:40～同会場にて行います。 

◼ 例会変更･休会のお知らせが来ています。週報あづま

でご確認ください。 

≪前回の委員会報告≫ 

出席委員会 本日の出席率 79.59%(欠席 10名) 

前々回(7/30)の修正出席率 93.75%(欠席 3 名) 

公共イメージ向上委員会 ロータリーの友記事紹介 

ニコニコ委員会  
☺ 梅村順一君 杉浦ガバナー補佐のご来訪を歓迎して。 

☺ 足立汎和君 西三河中分区ガバナー補佐 杉浦敏夫

様、ご訪問歓迎いたします。 

☺ 杉田雄男君 杉浦ガバナー補佐のご来訪を歓迎いた

します。 

☺ 市川幾雄君 杉浦ガバナー補佐訪問ご苦労様です。

本年度は当初より新型コロナウィルスの影響でイレ

ギュラーの年度になりますが頑張ってください、と

共に健康に留意してください。 

☺ 林孝夫君･野村政弘君･三浦泰廣君･酒井賢君･三城偉

央君 杉浦ガバナー補佐を歓迎いたします。 

☺ 加藤和志君 初めての留学生が初任給で良いものを

プレゼントしてくれたのでお裾分けです。 

☺ 長坂勲君･小木曽進君･清水幹良君 ニコに協力いた

します。 

第２２４５例会  ガバナー補佐 卓話風景 

 

ガバナー補佐訪問 国際ロータリー第 2760 地区 2020―21 年度 西三河中分区 

                   ガバナー補佐  杉浦 敏夫 君（豊田ＲＣ） 

 

                  

 

皆様、こんにちは。今年度は、コロナ禍でロータリーの活動が WEB 上で行われることが多いです。年間計画

等もリモートで作成しました。今日でクラブ訪問は 5 クラブ目となりました。梅村会長におかれましては、ガ

バナーと直接お話しする機会もない中、年次計画を作成することはとても大変であったかと思います。 

 ここで少し私の自己紹介ですが、私の趣味は、ゴルフを嗜む程度にと最近は乗馬です。モンゴルの高原を馬

に乗って走りたいです。さて、本題ですが、RI 会長は、奉仕活動で機会を多くの人に開こうとおっしゃられて

います。また、会長はあわせて良い仲間を増やす活動をしてくださいともおっしゃられています。岡崎東ロー

タリークラブも大きなクラブに発展していっていただけることを願っています。 

その他、岡部ガバナーの人となりや台湾で開催される予定の国際大会について、参加される場合は早めのエ

ントリーが登録料が安くてお得ですとのことでした。杉浦ガバナー補佐には、この後のクラブアッセンブリーに

もご参加いただき、建設的なご意見をいただきました。 
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※状況により変更になる場合があります。詳しくは事務局までお尋ねください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月の例会予定 

例会予定 例会場 内容 

9/3(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「新型コロナ禍における教育政策」青山周平様 

9/9(水)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「大ホール」 「ガバナー公式訪問」ガバナー     君（9/10(木)の例会変更） 

9/17(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「新入会員卓話」赤堀竜二君･片岡達宏君･小山能弘君 

9/27(日) 三重県 「繰り越し親睦日帰り家族例会」    （9/24(木)の例会変更） 

他クラブ例会開催情報 

詳細 RC 名 

8 月ビジター受付なし 岡崎南･岡崎城南･豊田西･豊田中･安城･碧南･西尾･西尾 KIRARA･西尾一色 

8 月例会中止クラブ 岡崎城南(8/11,8/18)･豊田･豊田東･豊田中(8/4)･豊田三好･三河安城･刈谷(8/17) 

9 月ビジター受付なし 岡崎南･豊田･豊田西･豊田東･三河安城･碧南･西尾一色･西尾 KIRARA 

9 月例会中止クラブ 岡崎城南(9/22･9/29) 

ZOOM 例会ビジター受付なし 豊田三好(9月～)･安城(8/21･8/28) 

E クラブ形式 名古屋宮の杜(～9月) 

同好会便り 

同好会 開催予定日 場所 内容 

あづま会 9 月 24日（木）9:30～ ザ・トラディション GC 定例会 

ひよどり会 9 月 10日(木)18:30～ チャーム 定例会 

写楽会 有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示 

【会員紹介】   私の大切にしているもの 『縁』 

 

 

建設機械等の販売、修理、レンタルという仕事をさせていただいています。 

建設機械といっても、お客様の業種は多岐に渡り、土木、解体、設備、林業、リサイ

クル等まだまだありますが、それぞれ違う業界のように思いますが、業種の垣根を越

えて繋がりは必ずあります。 

仕事だけでなく、いただいた大切な縁を皆様と共有し、私からの縁の繋がりをさらに

発信できたらと思います。 

 

アジア産業株式会社 

代表取締役 神谷 浩君（入会 3 年目） 
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