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                                国際ロータリー第 2760 地区 

 

 
11 月はロータリー財団月間です！ 

【前回の会長挨拶】 

昨日から大変寒くなってきました。コートの出番を迎える季節になりました。寒い朝は起きる

時、あと 10 分、あと 5 分と起きる時間が遅くなってしまいます。最近の秋は短くて、暑い夏が

終わったかなと思ったらすぐ冬になり変な気候が続いていますので、体には十二分に気を付けて

頂きたいと思います。先週の新城市内を走行していたら突然雹が降って来たお話で、一昨日テレ

ビ放送では、豊橋市内の次郎柿生産農家で雹の被害により 1 億 300 万円の損害を受けたとの事

で、90 歳の方のお話では、今回の様な雹の被害は生まれて初めてと言っていました。今、地球

温暖化によりどこで何が起きるかわからないので気を付けて頂きたいと思います。 

一昨日、今年初の忘年会が名古屋でありました。今週名古屋で開催される G20 影響で、ホテルではクリーニング

等のサービスが出来ないとかコインロッカーの使用禁止で不便を感じました。道路に警備車両が多く、タクシーの運

転手は今週は商売にならないとつぶやいていました。出来れば今週は名古屋に近か付かない方が良いと思われます。 

昨日東京の霞が関の国土交通省と日比谷の野外音楽堂に行きましたが、日比谷公園では半纏木が落葉していて、ビ

ル風が好き勝手に吹いていて寒かったです。イチョウの葉はまだ青々としていて、見頃はまだ先の様に見えました。

これから紅葉が楽しめる時季がやって来ます。短い秋を楽しんで頂きたいと思います。 

【前回の例会】 「あいち子ども食堂ネットワークＲＣＣについて」    名古屋名東 RC RCC 委員会 

～子どもの貧困・教育格差をなくすために～     委員長  藤野 直子 様 

『子どもの貧困』とは、絶対的貧困と相対的貧困に分けられます。相対的貧困とは、全世帯の所

得（（世帯所得）÷(世帯人数)1/2）の中央値の半分以下の家庭をさします。平成 28 年厚生労働省

の国民生活基礎調査によりますと１世帯 122.5 万円以下が貧困ラインと言われています。愛知県

は独自に「愛知子ども調査」を行っています。それによると貧困ラインは、137.5 万円で貧困率

は 9.0%。推定 7 万人もの子どもが貧困家庭で暮らしています。そのうちの 65.5%が一人親の家

庭です。日本では 142 万の一人親の家庭があり、父子世帯 18.7 万世帯に対し、母子世帯は 123.2

万世帯に上ります。母子家庭のお母さんたちの 82%は就労していますが、非正規社員だったりして大変厳しい状況に

おられることをおわかりください。 

次に日本はＯＥＣＤ34 か国のうちで日本は 10 番目に子どもの貧困率が高く、一人親家庭に於いては 50.8%と最も

高くなっています。貧困家庭の子供たちは、経済的理由で交友関係が保てなくなり、意欲を喪失してしまいます。 

そのような家庭の食生活は、栄養の知識がなく、時間の余裕がないため炭水化物に頼る、若しくは加工食品に頼る家

庭が多いです。そういう状況を見て 2012 年に東京都の近藤さんという八百屋さんが子ども食堂を立ち上げ、日本中

に広がりました。2019 年 3 月時点で 3007 か所の子ども食堂が開設されています。子ども食堂を運営するための資

金面等様々な課題を克服するため、2017 年 6 月に子ども食堂の運営者・利用者・支援者を結びつける「愛知子ども

食堂ネットワーク」というものを設立しました。ロータリーはＲＣＣを通じてネットワークを支援する充実した支援活

動ができるのではないかと思います。今後の大きな目標として、1 小学校区に一個づつの子ども食堂を作っていきたい。

すべての子どもに明るい未来を届けたいという思いを持ってこの活動をしております。 

 
卓話者：藤野直子様 

 
卓話：あいち子ども食堂ネットワ

ークＲＣＣについて 
 

会長よりお礼 
 

ようこそ！本日のビジター 
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                   （過去 3 回の修正出席率 10/17：100％ 10/24：100% 11/7：100%） 
 

） 【本日の卓話】              「ロータリー財団の多様性について」 ロータリー財団委員会 副委員長 中村公彦様 
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幹事報告(中根匡規君)  
■ 2020 年度ロータリー国際大会が来年 6/6～10 ハワ

イホノルルにて開催されます。併せて 2760 地区ゴル

フ大会㏌ホノルルが 6/5、伊藤ガバナー主催アロハの

集い(ガバナーナイト)が 6/6 に開催されます。参加希

望の方は12/20迄に幹事中根までお知らせください。 

■ 11/24(日)地区 RLI 会長エレクト研修パートⅡが星城

大学にて開催され、梅村会長エレクトが参加します。 

■ 11/26(火)岡崎 RAC 例会がリブラにて開催され、 

清水ローターアクト委員長が参加します。 

■ 例会変更の案内が届いております。詳しくは週報あづま

をご覧ください。 

ビジター報告 【岡崎ＲＣ】1 名 

出席委員会 本日の出席率 88.24%(欠席 6 名) 

前々回(11/7)修正出席率 100%(欠席 0 名) 

社会奉仕委員会 子ども食堂ココカラ視察のご案内 

ニコニコ委員会 
☺ 名古屋名東RC藤野直子様 本日、卓話に伺いました。

宜しくお願い申し上げます。 

☺ 西三河中分区ガバナー補佐 市川幾雄君 藤野直子様、

本日は卓話をしていただき有難うございます。 

☺ 近藤金作君 藤野直子様、本日は卓話宜しくお願い致

します。 

☺ 中根匡規君 昨日のあづま会、強風と寒さでしたが市

川さんと安井さんに支えられ優勝できました。 

☺ 岩崎靖彦君･鈴木公市君 藤野様卓話宜しくお願い致

します。 

☺ 杉田広喜君･佐野真琴君 藤野直子様のご来訪を歓迎

します。 

☺ 稲垣寿君 浅岡さんありがとうございました。 

☺ 三城偉央君･佐藤寿行君 第九の季節がやってきまし

た。12/21(土)市民会館で宇野さん佐藤さん三城が参

加します。チケットも残りわずか！奇跡的に２枚持っ

てます。よろしくお願いします。 

☺ 西脇謙二君 旅行同好会で台湾高尾を計画しました。

奮ってご参加宜しくお願いします。 

☺ 清水幹良君 ３回連続でお休みをいただきご迷惑をお

かけしました。 

☺ 神谷浩君 欠席が続き申し訳ありませんでした。 

☺ 長坂勲君･小木曽進君･新浪勝也君 ニコに協力します。 

 

 

 

12 月の例会予定 

例会予定 例会会場 内容 

12/5(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「クラブ年次総会」 

12/14(土)18:00～ 名鉄グランドホテル 「年忘れ親睦家族例会」12/12(木)の例会変更です 

12/19(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「半期を振り返って」近藤会長・中根幹事 

12/26(木) 定款第 8 条第 1 節の規定により休会です 

クラブ例会変更・休会のお知らせ 

変更予定日 RC 名 サイン受付場所 

12 月 4 日（水） 三河安城 ホテルグランドティアラ安城 1 階 11:30～12:30 

12 月 11 日（水） 岡崎 岡崎市竜美丘会館 11:30～12:30 

12 月 13 日（金） 安城 碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30 

12 月 16 日（月） 刈谷 刈谷商工会議所 3 階事務局 11:30～12:30 

12 月 17 日（火） 岡崎南 岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30 

12 月 17 日（火） 岡崎城南 岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30 

12 月 17 日（火） 豊田中 名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00 

12 月 18 日（水） 豊田東 ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30 

12 月 18 日（水） 知立 ホテルクラウンパレス知立 501 号室 11:30～12:30 

12 月 23 日（月） 豊田西 名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30 

同好会便り 

同好会 開催予定日 場所 内容 

あづま会 12 月 20 日(金)18:３０～ 庄や 忘年会 

ひよどり会 12 月 12 日(木) チャーム 定例会 

旅行同好会 
令和２年１月 31 日(金)～

2 月 2 日(日) 
台湾高雄 

歴史を巡る台湾高雄 2 泊 3 日の旅 

 (泊)ハワードプラザカオシュン 

 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 


