
 

 

                             

 
                          
 

5 月は青少年奉仕月間です！ 

【梅村会長】2020-21 岡崎東ロータリークラブの活動方針として、子ども食堂への

支援を掲げました。地区補助金の活用を決め準備を進めてまいりました。当該年度を迎

える前に「食料品の寄贈」ができたことは、大きな喜びでありました。また特別委員会

は、子ども食堂の取材を重ねることで地域のボランティア団体の意義ある活動であるこ

とを実感していきます。イベント開催をきっかけにして岡崎市内の５ロータリークラブ

が、年度内に共同事業として資金提供をすることは大きな成果でありました。可能であ

れば次年度以降継続的な支援ができることを期待しています。 

子ども食堂は、誰もが利用できる場所との位置づけですが、運営者の真の活動目的は「生活困窮家庭の子供た

ちの居場所づくり」です。しかし、本当に来てほしい子供たちやその親たちの参加が難しい状況ではないでしょ

うか。貧困対象の子どもたちを把握するのは、地域に住む身近な人々です。学校の先生や民生委員等、行政が実

態をとらえることは難しいといえます。地域に根付いた地道な「子ども食堂」は、十分な食事をとることができ

ない子どもを見つけ支える大切な居場所です。ロータリアンの支援は、資金援助をすれば完結するものでなく、

表面的ではない貧困についての認識と理解を深め、行政や社会福祉協議会では手の届かない「心を尽くした温か

い援助」を担うことが大切ではないでしょうか。 

本日、「こども食堂 ココカラ」の北村万浪さんのお話をお聞きして、今後のロータリアンの支援を再構築で

きるよう努めてまいりたいと思います。 

【梅村会長】本日、岡崎市内の５ロータリークラブの共同事業を実施することとなりました。各クラブ代表が

出席しておりますが、発起人であることから代表して、子ども食堂への支援の目的と経緯を説明させていただ

きます。ロータリークラブは、五つの奉仕部門を掲げ「奉仕の理想」を実現できるよう努めています。その一

つである社会奉仕部門では、クラブの所在地に住む人々の生活の質を高めるため、クラブが協力して奉仕活動

を実施しています。今回、岡崎市内の５ロータリークラブが協力して子ども食堂への支援を実施することとな

りました。所得平均の 50％に満たない相対的貧困家庭は、全国では 15.6％に相当し 7人に 1人が貧困世帯

であるといわれます。岡崎市内にも子ども食堂が存在し、多くのボランティアのみなさん献身的に活動をして

います。 

 岡崎市内の５ロータリークラブは、昨年１０月に子ども食堂の現状を認識する研修会を開催しました。子ど

も食堂の先駆者である栗林知絵子氏をお招きし講演をいただき、岡崎市社会福祉協議会様には「食支援活動の

現状と課題」についての解説をいただきました。また、現在市内にある子ども食堂運営協議会「わークル」に

参加する運営体の活動状況を確認することができました。子ども食堂は、貧困世帯の子どもたちを地域とつな

げていく活動であることを認識しました。こうした現状を鑑み、岡崎市内５ロータリークラブは、子ども食堂

事業への支援を決め、共同事業として支援金を贈呈するものであります。私たちは、今回の支援金を岡崎市社

会福祉協議会に贈呈し、市内にある子ども食堂への支援事業費として活用をお願いするものであります。 

 結びに、今回の子ども食堂への支援活動をきっかけに、新型コロナウイルスにより経済的な影響が及んだ

方々へも思いをはせることができるよう期待して支援金贈呈の代表挨拶といたします。 
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4８期【No29号】第 2270/2271例会合併号                 2021/5/13 

（過去 3回の修正出席率 3/25：100% 4/1：100％ 4/8：100%） 
 

 

会長挨拶    「 子ども食堂を支援して 」      梅村順一君 

「 3 年の活動に想うこと 」  

            

【本日の例会】                    

岡崎 5 ロータリークラブ共同事業「子ども食堂への支援目的と経緯」岡崎５RC 代表 梅村順一君 

子ども食堂 ココカラ 

代表  北村 万浪 様 



 5 月 10 日（月）に岡崎 5ＲＣ共同事業として、岡崎市社会福祉協議会へ市内子ども食堂運営者への助成金

授与式を執り行いました。 

    

 
会長挨拶 

 
ロータリー財団より認証状授与 

 
4 月お誕生日おめでとう 

 
卓話：長期計画検討委員会報告 

 

ヒナゲシの花が咲く麗春の１季節となり、真夏を感じさせる陽気の中で西三河中分区ＲＣ親睦ゴルフ大会が開

催されました。ホストクラブとして感染対策に万全を期すことを第一に心掛け、組数の削減と共に人との接触

を可能な限り抑える大会運営ができました。 

 開催１週間前に「まんえん防止等重点措置」が発出されより一層の感染対策を余儀なくされました。表彰式

の人数を２０名に限定し、成績発表は上位とガバナー補佐賞に絞ることとしました。会場である「ザ・トラデ

ィションゴルフクラブ」のご配慮により、中庭を利用した表彰式となりました。快晴の中、屋外でティーパー

ティーをしているような雰囲気が演出され、おしゃれな表彰式となりました。点鐘に続きホストクラブ会長挨

拶で始まり、杉浦ガバナー補佐挨拶、次年度ホストクラブの発表の後、チャリティーの贈呈をいたしました。

寄付先である岡崎市福祉部の中川部長に参加いただき、ガバナー補佐より目録の贈呈を行ないました。成績発

表は、優勝者のスピーチもなく盛り上がりに欠けるところがありましたが、感染対策の一環であることをご理

解いただけたと思います。最後に大会実行委員長の熱意溢れる思いとガバナー補佐への感謝の言葉で大会を締

めくくることができました。 

 ホストクラブとして、全会員が関り大会運営を実行する中で、それぞれの立場で経験を積むことができたこ

とは大きな収穫となりました。今大会を糧として、クラブ活動が活発となることを願うところです。結びに、

実行委員会のご尽力に感謝を申し上げます。 

 

   

 

 

  
 

前回の例会 「西三河中分区RC懇親ゴルフ大会ホスト運営を終えて」 会長 梅村順一君 

前々回の例会      「長期計画検討委員会報告」   委員長 梅村順一君 
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≪前々回 4/15の幹事報告≫ 
◼ 4月のロータリーレートは、1ドル 110円です。 

◼ 4/18(日)次年度地区協議会が開催され、酒井エレク

トと三城副幹事が出席します。又 4/25(日)オンライ

ンの部が 10時から開催されます。 

◼ 4/25(日) 地区ローターアクト年次大会が13時半か

らオンライン開催されます。 

◼ 地区インターアクト活動報告書が届いております。 

◼ 地区活動報告書が届いております。理事役員･各委員

長のアレンジケースにありますのでご確認下さい。 

◼ 先週より、会員名簿用の顔写真を撮影しています。ま

だ撮影の済んでいない方はお忘れなく。 

◼ 次週は西三河中分区親睦ゴルフ大会です。青いジャン

バー着用でお願いします。 

◼ 4/29、5/6例会は休会です。事務局も 4/29～5/5

まで GW休暇です。連絡は幹事までお願いします。 

◼ 本日例会後、第 4回分区ゴルフ実行委員会をローレラ

イで開催します。関係者の方は出席をお願いします。 

≪前々回４/1５の委員会報告≫ 

出席委員会 本日の出席率 82.69%(欠席 9名) 

前々回(4/1)の修正出席率 100%(欠席 0名) 

公共イメージ向上委員会 ロータリーの友4月号紹介 

ニコニコ委員会  
☺ 梅村順一君 西三河中分区ゴルフ皆さんのご協力を

よろしくお願いします。 

☺ 山中一君 いつもお世話をお掛けしています。 

☺ 野村政弘君 総務省の行政相談委員に就任しました。

山内さんよろしくお願いします／悪疫退散 

☺ 加藤和志君 皆出席を喜んで。 

☺ 小林清文君 生駒さんお世話になります。 

☺ 長坂勲君･小木曽進君 コロナに負けるな！ 

☺ 酒井賢君･三城偉央君･佐野真琴君･西脇謙二君 ニコ

に協力します。

 

    

    
☆☆☆☆ 成績発表（団体戦） ☆☆☆☆ 

【1位】名古屋宮の杜 RC 
1. 真城健治 G82/N71.2 

2. 水野歳也 G89/N72.2 

3. 安田 保 G88/N72.8 

4. 樋口昌男 G93/N73.8 

【2位】岡崎城南 RC 
1. 柴田和幸 G83/N71.0 

2. 小出浩義 G88/N72.4 

3. 青山幸市 G101/N73.4 

4. 山本剛司 G93/N76.2 

【3位】豊田中 RC 
1. 三宅哲也 G89/N72.2 

2. 杉本隆俊 G84/N73.2 

3. 稲本良二 G91/N74.2 

4. 川 新吾 G89/N74.6 

【4位】豊田西 RC 
1. 山形悦男 G102/N73.2 

2. 水野徳之 G83/N73.4 

3. 水嶋 淳 G89/N73.4 

4. 岡本英治 G97/N73.4 

【5位】豊田 RC 
1. 加藤 太 G91/N73.0 

2. 木戸泰彦 G91/N74.2 

3. 鈴木秀和 G101/N74.6 

4. 酒井法丈 G93/N75.0 

【6位】岡崎東 RC 
1. 林 孝夫 G104/N72.8 

2. 鈴木圭介 G77/N73.4 

3. 畔栁秀幸 G86/N76.4 

4. 岡田祥輝 G97/N77.8 

【7位】岡崎 RC 
1. 天野恵一 G104/N72.8 

2. 小松隆宏 G97/N74.2 

3. 峰澤彰宏 G100/N78.4 

4. 柴田芳孝 G84/N79.2 

【8位】豊田東 RC 
1. 河合明広 G86/N75.2 

2. 大野教喜 G97/n76.6 

3. 稲垣信之 G101/N77.0 

4. 田中宏美 G101/N77.0 

【9 位】豊田三好 RC 
1. 金沢永柱 G105/N71.8 

2. 廉澤紀彦 G90/N75.6 

3. 勝矢美貴 G104/N76.4 

4. 竹内正次 G113/N81.8 

【10位】岡崎南 RC 
1. 奥村英世 G96/N73.2 

2. 服部英男 G101/N77.0 

3. 小戸森邦彦 G112/N77.2 

4. 神谷直久 G94/N78.4 

【11位】愛知三州 RC 
1. 牧 功  G94/N77.2 

2. 野田陽太郎 G107/N81.8 

3. 天野志乃布 G120/N85.2 

4. 小原 崇 G106/N85.6 （敬称略） 

5 月の例会予定 

例会予定 例会場 内容 

5/13(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「短縮例会」子ども食堂ココカラ 代表 北村万浪様 

5/23(日) （開催未定） 「日帰り親睦家族例会」 

5月 27日（木） 定款第 7条第 1節の規定により休会 
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４月の DONATION 

 ロータリー財団 財団小銭寄付金 米山奨学会 米山小銭寄付金 ニコニコ BOX 

1月 \0 \2,579 \0 \0 \67,000 

今年度累計 \700,600 \27,722 \875,000 \25,426 \740,000 

5 月の慶祝 

会員誕生日  おめでとうございます  

柴田敏光君(S37.5.7) 鈴木公市君(S45.5.9) 平岩邦明君(S49.5.11) 三城偉央君(S48.5.31) 

パートナー誕生日  おめでとうございます  

長坂勲君 一江様(5.7) 林孝夫君 恵美子様(5.8) 神谷浩君 陽子様(5.20) 近藤金作君 敦子様(5.21) 

結婚記念日  おめでとうございます  

杉田広喜君(H2.5.4) 宇野弘隆君(H2.5.５) 石原靖増君(S39.5.12) 倉内充雄君(H12.5.25) 

小林清文君(S54.5.26) 生駒尚久君(S58.5.30)   

入会記念日  おめでとうございます  

市川幾雄君(H7.5.11) 小出一輔君(H28.5.12) 赤堀竜二君(R1.5.9)  

皆出席  おめでとうございます（4 月入会者）  

宇野弘隆君（13年） 南  鉉君（11年） 金本孝美君（8年）  

皆出席  おめでとうございます（1 月入会者）  

野村政弘君（22年） 

同好会便り 

同好会 開催予定日 場所 内容 

あづま会 未定 未定 

【4月定例会の結果】西三河中分区 RC懇親ゴルフ大会 

優 勝：市川幾雄君（G98/ N66） 

準優勝：鈴木圭介君（G77/ N72） 

ひよどり会 5月の定例会は休会です 

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 


