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第1826回・1827回

ＲＩ会長
バリー・ラシン
会長テーマ インスピレーシ ョンになろう

クラブ会長標語 今何が出来るか 何をすべきか
考え、行動しよう ！

東京八王子ロータリークラブ合同夜間2回例会
日時：2019年 5月30日(木) 会場：八王子日本閣
ホストクラブ：東京八王子ロータリークラブ

《会長スピーチ》

橋本 幸一

本日は八王子ロータリーク
ラブの皆様お世話になりま
す。合同例会楽しみにしてお
ります。年間数回ここ日本閣
で例会を開催されているとの
事ですが豪華な会場、外には
滝も見え心が和らぎます。
又本日はフードドライブへのご協力有難うござい
ます。今年度当クラブは貧困の連鎖をテーマに活動
して参りました。７月には八王子で無料塾「つばめ
塾」を主催されている小宮氏をお招きし講演会を行
い、１１月には飛火野ロータリークラブとの合同例
会で、今日来られている南クラブの今年度幹事神山
さんにおいで頂き、理事長をされているフードバン
ク TAMA の活動をお聞きするとともにフードドライ
ブを実施しました。そして今回、子ども食堂を昭島
で自ら立ち上げ活動されている昭島中央ロータリー
クラブの会長佐々木氏のお話しをお聞きする機会を
設けることが出来ました。

この様な機会を設けることにご了解いただきました
八王子ロータリークラブの皆様に感謝申し上げます。
さて、子どもの７人に１人は貧困家庭にあり食事が
十分に摂れない状況にあります。今の日本で信じられ
ないとお思いの方もいらっしゃると思いますが現実
です。
一昨年２７５０地区の有志により貧困連鎖対策研
究会が発足し、活動を続けております。私が神山さん
と知り合ったのはこの研究会ですし、佐々木さんも参
加されていました。
この研究会で、貧困の連鎖を断ち切るための活動を
されている多くの方のお話しを伺いました。その中
で、教育や食事を含めた子どもの居場所作りの大切さ
を実感しました。
多くの子ども食堂では、単に食事だけでなくこれら
の機会を提供するため活動がされています。
本日は、佐々木さんのお話し楽しみにしておりま
す。八王子ロータリークラブの皆様今後ともよろしく
お願い申し上げます。

ソングリーダーに合わせて「我等の生業」
会長挨拶をする 高橋邦名会長
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厳かな例会の様子

本日の式次第
◎開会点鐘
◎ロータリーソング
◎お客様のご紹介
◎閉会点鐘

東京八王子RC 高橋邦名 会長(18:00)
「我らの生業」
東京八王子RC 高橋邦名 会長
東京八王子RC 高橋邦名 会長（18:30）

☆.。.:*・゜懇親例会 ☆.。.:*・゜
司会 馬見塚 潔 親睦副委員長
◎開会点鐘
橋本幸一 会長
◎乾
杯
千葉謙一 次年度幹事
◎卓
話 「子ども食堂について」
東京昭島中央RC 佐々木稔郎 会長
◎八王子芸者による唄と踊り
◎サックス&ピアノ演奏
東京八王子RC 谷藤誠司会員（サックス）
東京八王子RC専属 岡部 翠様（ピアノ）
◎中 締 め
東京八王子RC 高橋邦名 会長
◎閉会点鐘
橋本幸一 会長(20:00)

◎ニコニコ箱 原田修吾 親睦委員
◎出席報告

◎幹事報告

水長 秀彦 幹事

① 次回例会について
6/4 (火) 通常例会
例 会 (12：30-13：30)
会 場：ザ・ビー八王子
理事会(今年度最終) 18：30～
会 場：八王子ホテルニューグランド
１Ｆ マリアージュ

【メークアップ】
加藤登会員
2019-20 年度ＩＭ実行委員会
(5/21)
平塚德則会長エレクト 千葉謙一次年度幹事
2019-20 年度多摩南グループ協議会

(5/22)

千葉謙一次年度幹事、佐藤武文次年度副幹事
2019-20 年度会員増強セミナー

(5/28)

平塚德則会長エレクト、千葉謙一次年度幹事、
佐藤武文次年度副幹事、水長秀彦次年度副幹事
2019-20 年度八王子 5 クラブ会長・幹事・副幹事会 (5/29)

19 名：計 66,000 円 累計 1,734,000 円(年度予算 1,400,000 円)

小嶺和昭 出席(奨励)委員長
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《 ニコニコ特集 》
橋本幸一君 八王子ロータリークラブの皆様お世話
になります。佐々木さん、スピーチ楽しみにしてお
ります。
水長秀彦君 一年ぶりの東京八王子ＲＣ様との合同
例会、卓話、余興とたいへん楽しみにしています。
大いに飲んで語って親睦を深めましょう。
伊熊俊雄君 ニコニコに協力して。
内田 智君 八王子ロータリークラブとの合同例会、
ここ日本閣でのバラの花満開で迎えますこと喜ば
しいですね!！
加藤 登君 日本閣での八王子ＲＣ様との合同例会、
楽しみにしていました。宜しくお願い致します。
神山治之君 フードドライブにご協力いただきまし
てありがとうございました。
小嶺和昭君 今日の合同例会は多くの方々とお逢い出
来て楽しみです。どうぞよろしくお願い致します。
佐藤武文君 本日は親クラブの八王子ＲＣとの合同
例会です。有意義な例会になりますように!!
佐野武久君 東京八王子ＲＣの皆様、本日は宜しくお
願い致します。
髙原一郎君 初めての合同例会楽しみです。
《 6 月の予定 》ロータリー親睦活動月間
4 日(火) 通常例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
理事会 会場：八王子ホテルニューグランド
11 日(火) 通常例会
会場：ザ・ビー八王子
18 日(火) 最終夜間 2 回例会
会場：八王子ホテルニューグランド
25 日(火) 2 回例会振替休会

千葉謙一君 本日は東京八王子ＲＣ様との合同例会
をとても楽しみにしております。フードドライブ
や、懇親例会での卓話や音楽等とても充実した例
会で素晴らしいと思います。
戸塚万豈君 八王子ロータリークラブの皆様、合同
例会お世話になります。宜敷くお願いいたします。
中川常彦君 来月、私の次男が叶谷に於て「中川整
骨院」を旗揚げする運びになりました。私と同様
宜しくお願い申し上げます。
馬場れい子君 ニコニコに協力して！
平塚德則君 東京八王子ロータリークラブさんとの
合同例会楽しみにしていました。本日はよろしく
お願い致します。
古瀬和雄君 本日の合同例会楽しみです。八王子ク
ラブの皆さんよろしくお願いします。
松宮兼房君 八王子の皆様、本日は宜しくお願い致
します。
馬見塚潔君 八王子Ｒ・Ｃの皆さん、本日はお招き
ありがとうございます。
森安紀雄君 初めて合同例会に出席させていただき
ます。ありがとうございます。
《 7 月の予定 》
2 日(火) 理事会・夜間１回例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
9 日(火) 通常例会
16 日(火) 2 回例会振替休会
23 日(火) 夜間 2 回例会
会場：八王子ホテルニューグランド
30 日(火) 規定による休会

東京八王子東ロータリークラブ/ＲＩ第２７５０地区多摩南グループ
例会：毎週火曜日 12 時 30 分～例会場・事務局：ザ・ビー八王子 八王子市明神町 4-6-12 TEL:042-646-0111・事務局直通 TEL:042-644-4135
公共イメージ委員会 佐野 武久・水長 秀彦・山本 武司・千葉 謙一

URL http://www.hachioji-east-rc.org/

懇親例会

卓 話 / 八王子芸者による唄と踊り / サックス＆ピアノ演奏

卓話「子ども食堂について」
東京昭島中央 RC 会長 佐々木 稔郎様

今日は子ども食堂についてお話します。今の
日本では７人に 1 人、シングルマザーの家庭で
は 2 人に 1 人が相対的な貧困と呼ばれ、年収
200 万前後で生活に困っている状況です。実際
に給食しか食べていない子どももいて、春休み
夏休みなどには体重が減ってしまうこともあ
ります。2013 年に子どもの貧困対策法が成立
し、問題がクローズアップされたことによって
日本中に子ども食堂が広まり、私もその中の一
人です。
当初、一番の問題は貧困の子どもがどこにい
るのか区別がつかないという点でした。児童手
当をもらっている対象の子どもがどこにいる
のかプライバシーの問題もあるので大雑把に
教えてもらったところ、駅から遠く家賃の安い
都営住宅のあたりだということでした。場所を
探すのにも苦労し、ようやく 1 年経って保健所
の許可や調理師の確保等を経てオープンにこ
ぎつけました。

オープンに際しては様々な子ども食堂を見て
勉強しました。民生委員や PTA と連携してしっか
りと把握したケアタイプの子ども食堂。それに対
して共存型の子ども食堂では貧困でない子ども
も混ざっているという 2 つのタイプがあります。
私は困っている子どものケアをしたいと考え、小
学校に何度も交渉に伺い、チラシ配布の了承を取
り付けることができました。子どもたちは学校と
家しか知らず、子ども食堂を始めた当初は不思議
がって敬遠されていましたが、あっという間に毎
回 100 人ほどが集まるようになってきました。
今後子ども食堂を運営していく上での課題は、
まず「場所と時間を変えない」ことです。やって
いないとやめてしまったと勘違いされてしまい
ます。次に貧困の連鎖という大きな問題を解決し
ていかなければ、また新たな貧困の子どもが生ま
れてしまいます。そのためには勉強をして親より
も収入が多くなっていかなければ断ち切れませ
ん。解決策の 1 つとして、お金がなくて塾へ通え
ない子のために無料の学習塾をやっている方が
います。また、高校卒業後 2 年間給料を出して
様々な仕事を経験してもらい、自分のやりたい仕
事を見つけてもらうための手助けをして、生きる
力をつけてもらう活動をしている アカデミーも
あります。あくまでも子ども食堂は支援の入口で
あり、ここからスタートして色々な所へ結びつけ
ていくことが子ども食堂の原点です。その先に自
分の好きなことを見つけ、そこを伸ばしていく、
それが子ども食堂です。そこに賛同してくれる仲
間や活動が広まっていけばと思っています。

テーマ：日本の貧困を考える
— フードドライブ —

◎懇親例会司会
馬見塚 潔
親睦副委員長
謝辞・東京八王子南 RC 神山治之幹事(フードバンク TAMA 理事長）

卓話に向かう佐々木会長

サックスで魅了する
谷藤誠司会員(東京八王子 RC)

高橋会長の中締めに
小星幹事も参加(東京八王子 RC)

