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第 8号 ２933回例会 ２０１6年 9月 1日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ビジター・ゲスト＞ 

こども食堂コーディネーター 小久保 恵美 様 

米山記念奨学生 ブィ・クィン･チャン 様 

 

＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 

間野尚君 

関根靖郎君(傘寿) 

友野政彦君  

中澤孝芳君 

夫人誕生日 
岩崎芳江様  吉沢真紀子様 

後藤二三江様 

＜１０月のプログラム＞ 

 内 容 

6日 
会員卓話 米山記念奨学生

 ｳﾞｨ･ｸｲﾝ・ﾁｬﾝさん 

13日 入間南 RＣとの合同例会 夜間 

20日 
講師卓話  防衛医科大学 

呼吸器外科准教授 尾関雄一先生 

27日 地区大会に振替（11/5.6） 

 

★☆★会長の時間 西山祐三会長 
先週、8 月 26 日(金)入間市の西沢教育長宛

に、小学校においての教材としてタブレットを、

豊田社会奉仕委員長、木下広報委員長、吉沢幹

事、繁田ＳＡＡ，そして私の５名で寄贈して参

りました。教育長は入間ロータリークラブが毎

年寄贈している教材等に対して、有意義に利用

させて頂いており大変感謝を致しております。

との事でした。 

９月は基本的教育と識字率向上月間、ロータ

リーの友月間です。インターネットで世界 217

の国と地域を対象とした識字率についてのラ

ンキングが出ておりました。１位には 100％の

識字率でリヒテンシュタイン、北朝鮮、ノルウ

エー、フィンランド等８カ国、日本の識字率は、

99％で、世界ランキングの順位は 28位です。 

 

同順位にアメリカ、イギリス、ドイツ、フラン

ス、カナダ、イタリア等先進国が 24 カ国とな

っています。識字率 70％以下は、178位サント

メ・プリンシペ（西アフリカ）69.5％、187位

にインド 62.8％、201 位にパキスタン（人口

18,071 万人）54.9％、30％以下は 214 位にブ

ルキナファソ（西アフリカ人口 1,759 万人）

28.7％、同じくニジェール（西アフリカ人口

1,783万人）、216位にアフガニスタン（3,256

万人）28.1％、217位が南スーダン（東アフリ

カ人口 1,129万人）27％となります。 
 

★幹事報告 吉沢誠十幹事 

第３回定例理事会＜協議事項＞ 

1.10・11月のプログラムについて 

齋藤クラブ奉仕委員長より発表承認 

(11月１７日夜間移動例会 承認） 

＜報告等＞ 

① 9/17(日)第１回 R財団部門セミナー 

会長・宮崎会員出席予定 

② 9/24(土)ＲＬＩセミナーパート 1 

滝沢・忽滑谷会員出席予定 

③ 9/24(土)地区社会奉仕部門セミナー 

豊田会員出席予定 

④ 10/9(日)米山 1日研修旅行 

忽滑谷会員・チャンさん出席予定 

⑤ 10/25(木)地区大会ゴルフ大会  木下・

細淵・忽滑谷・齋藤・晝間会員出席予定 

⑥ 10/5(水)第 54回入間市戦没者追悼式 

吉沢幹事出席予定 

⑦ 10/25(火)女子ゴルフ大会出席者なし 

＜お願い事項＞ 

「ロータリーの友」社会奉仕活動掲載募集につ

いて 

2016-2017 RI会長:ジョン F. ジャーム RI2570地区ガバナー:前嶋修身  会長 : 西山祐三 幹事 : 吉沢誠十 
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●委員長報告 

ロータリー情報委員会 友野政彦委員長 

9 月 27 日 6 時半より中央公民館にて第 1 回

ロータリー情報委員会の勉強会を石川嘉彦バ

ストガバナー講師にて行います。是非多くの方

のご参加宜しくお願いします。 
 

会報・雑誌委員会 大野賢次委員長 
＜横組＞ 

・Ｐ10「ロータリーの友｣の記事を例会で紹介 

第 2770地区の川口モーニングＲＣでも友の

記事を会員に紹介｢ロータリーの友」の地区

代表委員はガバナーの代理である。石川年

度の地区代表委員は齋藤金作会員であった。 

・Ｐ13 アトランタ国際大会でロータリー財団

100周年を祝おう。 

・Ｐ32 ロータリー希望の風奨学金、2011 年の

開始から 2016年の 6月迄の寄付金の概要。 

・Ｐ38米山記念奨学事業の基礎知識。 

・Ｐ40・2020 年 10 月 20 日に日本のロータリ

ーは 100 周年（東京クラブ） 東京オリン

ピック・パラリンピック開催される 

＜縦組＞ 

・Ｐ9箱根ロータリークラブの紹介 

1962年創立、来年 55周年。会員数 39人 
 

親睦活動委員会 馬路宏樹委員長 

来週は親睦研修旅行です。出発時間が 30 分

早まって６時 30 分丸広前出発となりました。

ご参加の方には本日、行程表が送られますので

ご確認ください。又、事業参加費として余裕を

もってお振込みをお願いします。 
 

プログラム委員会 田中快枝委員長 

10 月のプログラムは表記通りです。11 月 3

日は祝日により例会休会、10 日講師卓話・Ｒ

財団奨学候補生須山様、17日万燈祭り反省会、

24日講師卓話消防所長となっております。 
 

社会奉仕委員会 豊田義継委員長 

８月 26 日、ロータリー財団地区補助金を利

用した、入間市教育委員会への教育用タブレッ

ト端末 12台の贈呈式に参加しました。 

職業奉仕委員会 滝沢文夫委員長 

8 月 27 日に地区職業奉仕・国際奉仕部門合

同セミナーに馬路宏樹会員と参加しました。内

容はロータリーの歴史を勉強し｢奉仕の理念｣

を考える。又、職業奉仕入門を 3年未満の会員

に配布予定です。 

 

健康管理委員会 山根宏夫委員長 

10月 20日は肺癌と肺炎の話を 防衛医科大学の

尾関雄一先生に解りやすくお話していただけ

るようにお願いしていますので、皆さんご期待

ください。 

 

国際奉仕委員会 馬路宏樹委員 

８月 27 日東松山紫雲閣で開催された職業奉

仕部門・国際奉仕部門合同セミナーに晝間委員

長所用の為、代理で馬路が参加しました。第

41 期生日豪青年相互訪問団員候補者募集を本

日回覧しておりますのでご推薦の方がいまし

たらお願いします。尚、締切りは９月 20 日と

なっております。 

 

広報活動委員会 木下登委員長 

タブレット端末寄贈の放送を入間ケーブル

にて 8/31～9/6まで「週間入間」で放送されま

す。又、埼玉新聞に記事が載りますので、皆様

ご覧になってください。 

 

 

＜出席報告＞ 馬路宏樹委員 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

42名 30名 81.1％ 81.1% 

事前欠席連絡 3名 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 繁田光ＳＡＡ 

関根靖郎君～80 歳誕生祝有難うございます。

皆様方の助けのお陰で、この日を迎える事が出

来ました。ロータリーに来て長老にお会いし、

まだまだ私も頑張ろうと思っています。 

山根宏夫君～ガバナー訪問欠席すみません。 

忽滑谷明君～長男が挙式しました。 

石川嘉彦君、岩崎茂君、山岸義弘君、粕谷康彦

君、齋藤金作君、齋藤栄作君、豊田義継君、後

藤賢治君、滝沢文夫君、馬路宏樹君、田中快枝

君、白幡英悟君、関谷永久君、西山祐三君、吉

沢誠十君、繁田光君～小久保さん宜しくお願い

します。加藤さん写真ありがとうございます。 

本日\63,000 累計\240,000 
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■■■講 師 卓 話■■■ 
こども食堂コーディネーター  

 小久保 恵美 様 

 

子ども食堂とは、１人で食事をしている子ど

もや、貧困家庭で満足な食事をとれていない

「地域の子ども」に、食事を提供する取り組み

のことです。2015 年７月にスタートした東村

山子ども食堂。市内には 13 町あり、この 1 年

活動してみて「各町内で子ども食堂が必要だ」

と感じました。 

20 年ほどリサイクルのハンドメイド講座を

子ども向けに行ってきました。学校を利用した

土曜講座にやってきた、小学 4年生の転校生と

の出会いが、東村山子ども食堂の活動を始めた

きっかけとなりました。ある時、朝 10時に「あ

ーお腹すいた」とその子。保護者はシングルマ

ザーで、時々夜いなくなることがあるという状

況で、昨晩も夕飯も食べていないとのことでし

た。「4年生なので、家に食べ物さえあれば調

理するなりして自分で食べることが出来るは

ず…」そこで「いなくなる時は、コーンフレー

クくらいは買っておいてとお母さんに言おう」

とアドバイス。1か月後、「買っておいてくれ

た」と報告してきました。これが、子ども食堂

の必要性を実感した出来事でした。 

子どもの経済的貧困と心理的貧困に対応す

るのが子ども食堂の役割です。子どもの６人に

１人が貧困であると言われている現在。特にひ

とり親家庭などは、人や地域と繋がる時間の余

裕がないことが多く、この場を必要としている

人々に情報を届けることが難しいのが現状で

す。そこで、少しでも多くの人がこの取り組み

について知り、人づてに必要な人に情報を届け

られるよう、継続的に活動することが必要とな

ります。また、子どもが１人で行ける場所であ

る各町内、各地域にあることも重要です。 

子ども食堂の活動には、開催場所が不可欠で

す。今は次第に一人で把握することが難しくな

り、各場所を運営しているボランティア・協力

者に運営を任せています。 

子ども食堂を、主旨に賛同した人がその人ら

しいスタイルで始めて、その人たちが日本中で

次第に輪になれば、狭間で救われない子どもた

ちを網羅できると考えています。 

朝コンビニに行ったら、ぜひ、周りを見回し

てみて下さい。小学生を見かけたら、どんなも

のを買っているか見てみて下さい。朝からチョ

コレートバーやお菓子を食べている子もいま

す。そんな時は、ぜひ話しかけてみてください。 

明日の日本を支えていくのは今を生きる子

どもたち。その子どもたちが自分の可能性を信

じて前向きに挑戦し、未来を切り拓いていける

社会にすることが必要です。しかし、生まれ育

った環境によって、教育の機会が得られずに将

来の可能性が閉ざされてしまう子どもたちや、

健やかな成長を育むための衣食住が十分確保

されていない子どもたちがいます。 

貧困の連鎖によって、

子どもたちの無限の可

能性の芽を摘むような

ことは決してあっては

なりません。 

 

■回覧、配布物 

①ガバナー月信 9月号・別冊 

②ロータリーの友 9月号 

③大塚拓会員からの財務副大臣就任お礼状 

④市制施行 50周年祝賀花火協賛金お礼 

⑤市制施行 50周年記念表彰者の決定 

⑥米山梅吉記念館秋季例祭のご案内 

⑦ロータリーの友よりお知らせ 

⑧新旧役員慰労例会会計報告 

⑨2015～2016年度一般会計決算書 

⑩日豪青年相互訪問団員候補者募集案内 

⑪他クラブ週報 

⑫加藤国夫会員より例会写真 

⑬入間ＲＣ週報 5,6,7  号 

⑭西山会長より「今日は何の日」 

 
発行 入間ロータリークラブ 

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7ハイツ斎竹 101号 Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788 

■Email   iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp 

■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆバンケットホール Tel.04-2963-1111 

■例会日：木曜日 12：30～13：30 ■会報委員：大野賢次 石川嘉彦 摂田順一 白幡英悟 


