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本日の例会プログラム
第 11 回例会 2019.10.28（＃2252） 会場：舞の間
例会ホスト・紹介係 澤本君
会費係 新保君
受付係
井関君 地引君
司会者 浅野君 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 乳井君

前回の報告
第 10 回例会 2019.10.10（＃2251） 会場：麗の間
卓話 「ガバナー公式訪問基調講演」

卓話 「我が国私立大学 これからの課題」

第 2580 地区 新本 博司ガバナー（那覇ＲＣ）

二松學舎大学理事長 水戸 英則氏

紹介者 佐藤会員

紹介者 福田会員

会長報告
1） 本日は、早朝から、新本ガバナーをはじめ遠山地区副幹事、また、若林ガバナー補佐吉田分区幹事、各委員長あり
がとうございました。 いろいろと参考にしてクラブ運営に活かしていきたいと存じます。
2） 久し振りの紀尾井町RCとの合同例会をたのしみにしておりました、宜しくおねがいいたします。今期は当クラブがIM
の担当をさせていただきます。11月25日には、是非ご参加ください。
3）地区大会のご案内を配布いたしました。親睦旅行もかねますので、多くのご参加をお願いします。
4）RIより、若林会員にメジャードナー（寄付額100万円越）の認証ピンが届いております。
5）2020 年は、日本ロータリー100 年です。記念のバッジをお配りしました。みなさまもロータリーバッジといっしょにお付
下さい。
幹事報告
1）10月21日は、即位礼正殿の儀の前日で混乱が予想される為、例会は変更とし、次回例会は10月28日です。
2）沖縄地区大会のご案内、パンフレットを配布致しました。是非多くの皆さまにご参加頂きたいと存じます。
3）10月の福島産直品購入のご協力をよろしくおねがい致します。
4）例会終了後、定例理事会が御座います。該当の委員はお残り下さい。
例会記録
会員総数 44名
ゲスト
0名
ビジター
0名
海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0名

出席会員数 27名
その他
2名
事務局
2名
出席率 62.79％

────────────────
9 月 9 日 Make-up 後の

出席率 82.78％
【今週のＭＵ状況】
若林・須藤会員（10/15 ＲＬＩ）
中央分区ゴルフ予選会参加の皆様
乳井会員（10/21 築地ＲＣ）

ニ コ ニ コボ ッ ク ス

次回予告

木元会員：本日は紀尾井町ＲＣの皆様宜しく
お願いいたします。
若林Ｇ補佐：本日はガバナー補佐として、皆
様と親交を深めたいと存じます。
今後とも宜しくお願い致します。
佐藤会員：新本ガバナー、遠山地区副幹事
ようこそお出で頂きました。皆様、
早朝よりありがとうございます。
荒川会員：本日は皆様早朝よりお疲れ様で
した。 今後も宜しくお願い致します。

第12回例会 2019.11.11（＃2253）
会場：麗の間
例会ホスト・紹介係
後藤君
受付係 浅野君 木寅君
会費係 時園君
司会者 井関君
ソングリーダー 中村君

卓話

「IM リハーサル」
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子どもの貧困と子ども食堂の役割
ＮＰＯ法人みなと子ども食堂理事・栄養士・港区議会副議長

阿部 浩子氏

（9/2 卓話 佐藤会員紹介）

今年度は、佐藤会長様との
ご縁で、NPO 法人みなと子
ども食堂に、福島県伊達市
の JA さんから食材を毎回送
っていただき感謝をしており
ます。本日は子どもの貧困
と子ども食堂の役割につい
てお話をさせていただきま
す。
現在の日本の子どもの相対
的貧困理率は７人に１人の割合です。所得が高いといわ
れている都心港区も全国平均と同じ割合です。この問題
を何とか解決していきたいという思いから、2016 年 1 月に
ＮＰＯ法人みなと子ども食堂を開設し、月に 2 回子ども食
堂を運営しています。1 回の利用者は 60 名、4 年目の現
在は 105 回の開会になりました。それ以外に長期の夏休
み、冬休み、春休みには様々なイベントを開催していま
す。また 9 月からは 2 か所目の子ども食堂をオープンし、
こちらも月 2 回開催しています。それでも予約がなかなか
とれないという状況が続いています。
９月には、区が行っている生活保護世帯の中学生の学習
支援事業に夕食を宅配するサービスも始めます。ＮＰＯ法
人みなと子ども食堂は、「子ども食堂」の運営だけではな
く、「子どもの居場所づくり」、「無料の学習支援」を行って
います。
さて、子どもの貧困問題を抜本的に解決するには、その
家庭への経済的な支援が必要です。子どもの貧困問題
は、特にひとり親については約半数５４．６％です。OECD
加盟諸国では最下位で深刻な状況です。私は議員として
これまで様々なご相談を受ける中で、ひとり親の方から、
ダブルワーク、トリプルワークをしても生活が厳しい、子ど
もを塾に通わせたいけど難しいとご相談をうけることがあ
ります。お母さんは非正規雇用のため、働いても働いても
賃金が安く生活が厳しい家庭です。こういったひとり親家
庭の経済的な支援、これは政治が進めていかなければな
りません。
私たち市民がすぐに手を差し伸べることができる支援は、
それが何か、食の支援です。子ども食堂であり全国的に
も拡大しています。しかし、食の支援だけはこの問題は解
決することができません。子ども食堂が話題になり、そこ
に来る子供たちは貧困家庭のレッテルを貼られることで、
対象となる児童は通いづらいという現状もあります。多く
の子ども食堂は、経済的に厳しい子どもだけではなく、親
子で気軽に立ち寄れる場所にもなっています。

みなと子ども食堂は、献立に普段なかなか家庭では食べ
ることができない野菜をふんだんに活用し、手作りでバラ
ンスのとれた季節感あふれる食事を提供しています。み
んなで話をしながら楽しく食べる、地域のコミュニティの役
割も担っています。
さて、港区子ども未来応援施策基礎調査によると、子ども
だけで夕食を食べる世帯が 12％あります。これがいわゆ
る孤食の問題です。区としても子ども食堂は子どもの貧
困問題だけではなく、孤食の子どもたちへの支援であると
いう位置づけをしています。家に帰ってたった一人で食事
をする子どもたちがいます。その子どもたちが子ども食堂
に来てご飯を食べて、学校での出来事を話す、子どもた
ちはすでにこの子ども食堂が居場所になっています。
私は、安易に子ども食堂を地域に増やすことではない。
本来、家族みんなで食事をする、そんな社会に一日も早く
なってほしいと思います。子ども食堂がいらない社会に。
しかし、今は、そんな子ども食堂を必要としている子ども
たちがいます。だからこそ、その子どもたちのニーズに応
えていきたいと思っています。
港区の中でみえない「子どもの貧困問題」、
みなと子ども食堂は、子どもの貧困問題を解決する法人
として、これからも様々な課題に取り組んでいきます。本
日はありがとうございました。

ク ラ ブ だ よ り N o. 1 1

11 月 25 日（月） 15：00～ ＩＭ ＠Ｈ・ﾆｭｰｵｰﾀﾆ
「ロータリーと東京 2020 オリンピック・パラリンピック」
水野正人ＰＧ、元東京 2020 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ招致委員会
ＣＥＯの基調講演と、水野ＰＧと元オリンピアンなど関係者によ
る楽しいお話を頂きます。
ご家族の皆様もご参加下さい。
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