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【会長挨拶】椎津 裕貴 会長
皆さん、こんにちは、本日も例会出席ご苦労様で
す。彼岸も過ぎて、だいぶ涼しくなってきました。
又、１日の日の明け方も遅くなり、沈み方も早くな
り、たいぶ秋めいてきましたね。何をするにしても、
良い時期になりました。食べる物もおいしいし、ス
ポーツをするのも良いし、読書も良し、旅行も良し、
皆さんも、この時期を楽しんで頂きたいと思います。
来週は、我々ベトナム支援もありますが、準備して
いきたいと思います。今日は、ロータリー友の会情
報アワーとなっておりますので、担当委員会は、宜
しくお願いします。毎月、資料作製等ありがとうご
ざいます。それでは、今日も頑張って参りましょう。
－１－

【幹事報告】宮崎

晴幸

会員(遠藤

和夫

幹事代理)

ガバナー事務所より
１０月２７日(土)、２８日(日)に
開催される地区大会の決議に関する選挙人選出のお願いが
届いております。
ロータリー文庫の２０１７～２０１８年度決算報告書が届
いておりますのでご報告致します。
「ロータリーの友」地区代表委員椎名様よりアンケートの
ご依頼が届いております。
以上ご報告致します。

【委員会報告】
ロータリー財団／立石

泰之

会員

ポールハリスソサイエティ－について

【ロータリーの友情報】
9 月号より
1.
RI 会長(バリー・ラシン)メッセージ (p.３)
・ロータリーが 1 日で行った全ての活動を 1 枚の写真で
表すことができたとしたらどうなるでしょう？たった
1 つの団体がこれほど多くのことを 1 日で達成できると
は、ロータリアンを除いて誰も信じないでしょう。
活動例：ポリオ撲滅活動（小口融資の手配、安全な
水の提供、青少年指導 etc.）
・このようなことができるのは、ロータリーが世界中に
広がり、地域社会に関わる人たちでクラブが成り立っ
ているからこそです。
RC の強み：地域のニーズを理解し、すぐに行動を起こすことができる
・ロータリークラブの会員基盤が地域社会の多様性を反映するべきだといわれるのは、このた
めです。
多様性：エジプトやインドネシア、ケニアでの会員に女性が占める割合は 50%に近づいてい
る
会員の年齢層も幅広く、若い職業人がメンターから学びたいと望んでいる
・地域社会をさらによく反映するために、私たちの力強い助っ人となるのが、ローターアクト
です。
ローターアクト：グローバルな組織、25 万人、ロータリーの価値観を共有
・世界はロータリーを必要としています。そして、ロータリーはもっとよいことをしていくた
めに強いクラブと熱心な会員を必要としています。ロータリーに入会することに関心のある
人々を誘うことは、私たち一人一人の責任です。

－２－

２.

特集 いっしょに笑顔 国内の子どもの貧困対策・居場所づくり (pp.7～14,pp.77～81)
2012 年の厚生労働省による「国民生活基礎調査」で、日本の子どもの相対的貧困率が 16.3%
と過去最悪となったことが判明。「6 人に 1 人が貧困」と報じられ、国内の子どもの貧困問題
が浮き彫りになりました。国や行政、地域、民間ボランティアなどが子どもたちを救おうと、
さまざまな形でこの問題に取り組んでいます。
具体的な取り組み内容：フードバンク、学習支援、就労支援、子ども食堂

①フードバンク 東京八王子南 RC 会員の活動紹介(NPO フードバンク TAMA 理事長)
食べられるのに廃棄されている食料品を集めて、食品を求めている各所に届けるボランティ
ア活動
メンバー：学生ボランティア、定年後のボランティア
寄付元：一般家庭、企業・団体が「フードドライブ」などで一般家庭から食品を集めてくれ
る場合あり
食品メーカーからの寄贈、個人農家、家庭菜園
対象物：食料品は 1 ヵ月以上あるもので、肉、魚、酒は除外
米や缶詰は助かる。野菜は届けるタイミングに合わせて預かる
利用者：各家庭(但し、個人情報保護の観点からほとんど特定できない)、児童養護施設、子
ども食堂
利用者の声：児童養護施設では、米が喜ばれる。米の費用が他に回せるので、その分おかずが増えた
り、ボリュームアップできるから。防災備蓄品は施設も持っているので、期限間近の備蓄品
は NG。食事メニューが決まっているので、突発的に野菜を届けようとしても断られるケース
有。但し、日持ちする根菜は OK
貧困家庭や一人親家庭では、すぐに食べられるものが喜ばれる。野菜の値段が高騰した
時期に野菜を届けたら、非常に喜んでくれた。乾パン、防災備蓄品は NG。最近の備蓄品のパ
ンは柔らかく味も良いが、毎日食べられるようなものではない。ぜいたくかも知れないが、
一人の人間なのだから、「貧困なのだから、これを食べさせておけばよい」ではなく、ちゃ
んとした物を食べさせてあげたい。

食品ロス：日本国内の年間年間食品廃棄量は、国内市場に出回った食料約 8,300 万トンのうち約
2,800 万トン。そのうち売れ残りや期限を超えた食品、食べ残しなど、本来食べられたはず
の食品（食品ロス）は 646 万トンとされ、これは飢餓に苦しむ人々に向けた世界の支援食糧
の量(約 320 万トン：国連 WFP 調べ)を大きく上回ります。
②学習支援、就労支援 コザ RC 会員の活動紹介(NPO エンカレッジ代表)
沖縄県は高校進学率や高校中退率、ひとり親世帯数や子どもの貧困率、平均所得などの教
育的・社会的・経済的な「ワースト 1」を課題として抱えている。
NPO では「無料の通塾支援」、「居場所型学習支援教室」を運営し、生活保護世帯、準要保
護世帯の小学生から高校生を中心に受け入れ、学習支援、就労支援を実施。一部教室では食事
も提供している。

－３－

③子ども食堂 名古屋名東 RC 会員の活動紹介
愛知県では 2015 年に初の子ども食堂が誕生して以来、現在は約 70 か所で開設。名古屋名
東 RC では、ロータリー地域社会共同隊(RCC)委員会を立ち上げ、「あいち子ども食堂ネット
ワーク」を RCC として支援。子ども食堂の運営者は、元教師、病院職員、主婦、レストラン経
営者、元会社員など様々。月 1 回子ども食堂を開催。食材はカンパや農家からの提供。RC は、
「資金集め」「食材提供」「広報活動」に重点を置き支援。子ども食堂は、開設のハードルは
低いが、継続するには資金、食材、場所、ボランティアの手配、衛生管理、アレルギー対策、
広報など多くの課題有り。また、「誰でも気軽に来られる環境づくり」も大切。「子ども食堂
＝貧困」のイメージがつくと、本当に支援の必要な方が来られなくなるので、「貧困」という
言葉はタブー。

３.

私の一冊 (pp.66～67)

「指導者とは」リチャード・ニクソン著、徳岡孝夫訳、文藝春秋(文春文庫)2013 年 12 月刊
⇒396 ページ、上下 2 段組み。厚さ 3cm。かなり読み応え有り。
「弓と禅」オイゲン・ヘリゲル著、稲富栄次郎、上田武訳、福村出版 1981 年 11 月刊(改版)
⇒165 ページ。1924 年に東北大学で教鞭(40 才)。初版は昭和 31 年 5 月。スティーブ・
ジョブズが愛読。

以上、ロータリーの友＜2018 年 9 月号＞より情報を抜粋してお届けしました
（文責：東 清三郎）
ニコニコ BOX／クラブ管理運営委員会
本日のニコニコ BOX
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