
   

例会日：毎週木曜日 18時 30分   例会場：関観光ホテル 住所：関市池尻 91-2 

事務局：関市西本郷通 5-2-53  TEL(0575)24-7332  FAX(0575)23-5278 

会長 波多野篤志  副会長 古田博文  幹事 吉田和也  クラブ会報委員長 塚原康寿 

 

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム  第 1951回例会  2018年 9月 13日（木） 

会員卓話 土屋敏幸会員  テーマ 「てきとうな話」 ／ 担当 米山記念奨学委員会 

 

 

 

 

 

 

 

＊国歌「君が代」斉唱 

＊ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

＊Ｒ情報委員会 佐藤委員長「四つのテスト」唱和 

＊関市観光課より 

関市刃物まつりにおけるイベント民泊のご案内 

＊お客様の紹介 

ＮＰＯ法人 子援隊 佐藤 隆一様 

ＮＰＯ法人 ヘルシーライフせき 土屋 ひろ子様 

＊会長あいさつ 波多野篤志会長 

今週の 4日（火）に襲来しました

台風 21号の被害は皆さんどうでし

たか。一部被害を受けた方も見える

ようですが、お見舞い申し上げます。

今年は、武儀上之保の豪雨と言い異常気象が頻発す

る年になりました。しかし、毎年異常気象と言いな

がら標準化してきている様に思えます。日ごろから

備えを見直していきたいと思います。 

本日、関市役所福祉部子ども家庭課に社会奉仕委

員会の事業でお米を収めてきました。今年度は、17

俵を寄付することが出来ました。10月 20日（土）に

は、関市主催のお米を配るイベントが有ります。皆

様にはまた、ご協力をいただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

先月の初めの 7日に RC財団のお金を初めて使った

事業「ひとり親家庭の子ども学習支援プロジェクト」

として名古屋市科学館に行きました。当日は、NPO

法人子援隊様やヘルシーライフせき様、また会員の

皆様のお手伝いによりスムースに進行させることが

出来ました。参加者の喜びの声を聴くことが出来ま

したし、本日参加した子供たちによる作文を持って

きていただきました。後程皆さんにも回覧させてい

ただきますので一読ください。 

前例会の記録 第1950回 2018年9月6日（木） 

卓話 子援隊 佐藤 隆一様 

 ヘルシーライフせき 土屋 ひろ子様 

テーマ「ひとり親家庭と食育について」 

／担当 ロータリー財団委員会 

2018～2019年度 関中央ロータリークラブ会長テーマ 

「自ら行動するロータリーへ！」 



来年以降もRC財団のお金を使った事業を進めてい

きたいと思っていますので、 特に社会奉仕委員会の

委員長さんと副委員長さんには複数年の計画を立て

て続けていっていただきたいのでよろしくお願いし

ます。本日報告しました事業は、随時ホームページ

で確認できるように記載していますので、ご確認く

ださい。本日は関市観光課のお話が有りましたし、8

月度のIGMの報告もありますので時間が足りません。

少し短いですがご挨拶とします。 

＊卓話 テーマ「ひとり親家庭と食育について」 

・子援隊 佐藤 隆一様 

皆さまこんばんは。日頃は大変お

世話になりましてありがとうござい

ます。8月 7日のひとり親家庭の学

習支援プロジェクトでは、1日を楽しく過ごして来ま

した。参加した母親から夏休み子どもと一緒になか

なか出掛けることができないので良い機会を作って

頂いて嬉しかった、子供同士が仲良くなり輪が広が

ったというような話を聞いております。それが出来

ましたのも関中央ロータリークラブ様のプロジェク

トのおかげということで改めてお礼申し上げます。

今日はお礼の気持ちを込めましてＮＰＯ法人 子援

隊の活動を説明させて頂きたいと思います。 

「ＮＰＯ法人子援隊」の活動報告 

◇平成 30年度の主な取り組み 

⑴「無償学習支援教室てらこや文殊堂」の継続開催 

〔事業名〕 

関市ひとり親家庭の子ども学習支援業務 

※新たに 3年間の業務委託契約締結（H30.3.21） 

〔主な事業内容〕 

①実施期間 

 平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

 ※学習教室は小学生及び中学生共に各 48回開催 

②実施日時 

 ★小学生 毎週 1回（火曜日） 

  ・学習時間 18時から 20時 30分 

  ・18時 45分～19時 15分に捕食を提供 

 ★中学生 毎週 1回（木曜日） 

  ・学習時間 18時から 20時 30分 

  ・19時～19時 30分に捕食を提供 

③実施場所 

 広福寺境内の「文殊堂」 関市東日吉町 34番地 

④対象者 

 関市内のひとり親家庭で、学習塾に行けない小学

生及び中学生を対象に継続及び新規申請家庭の「親

子面談」により再選考（平成 30年 3月） 

 ・参加者 21人→23人（7月 19日より） 

      （小学生 18人、中学生 5人） 

⑤ボランティアスタッフ 

 教員ＯＢ、学習塾講師、小学校講師、市民ボラン

ティア等 ※登録スタッフ人数 24人 

⑥その他 

・授業内容等を検証し、スタッフ会議などにより見

直しを図る 

・新たなボランティアスタッフを募集して指導体制

などの充実を図る 

⑦目指す成果 

・参加生徒の学力の向上を図る 

・この教室が居場所として、話せる大人と出会える

場となること 

・この学習支援が一箇所に留まることのないよう興

味を持つ団体への支援とネットワークを形成 

⑵平成 30年度「夏休み宿題お助け教室」の開催 

※今年で 3回目の開催、参加費は無料 

・関市の「就学援助受給世帯」の小・中学生を対象

に 20人募集→申込み 41人 

①実施日 平成 30年 8月 3日（金）～8月 5日（日） 

     午前 9時～午後 3時 

②開催場所 若草プラザ学習情報館 

      2階和室、創作実習室、料理実習室 

③参加生徒 小・中学生 29人 

④参加ボランティアサポーター 

 ・教員ＯＢ、学習塾講師、小学生講師、高校生、

大学生、市職員、市民ボランティア他 34名の参

加（延べ 52人参加） 

〔事業の効果及び成果〕 

①今回、20人の募集に対し、41人の応募があり、市

民の関心の高さを知り、当取組みの必要性を再認識

できた。 

②学習支援や子供とのふれあい、食事の提供や学習



場所の提供、子供との相談相手等、ボランティアス

タッフと一緒に 3日間の学習支援事業を実施した結

果、保護者及び参加生徒より感謝と当事業の継続的

な実施の強い要望を受けた。 

③参加いただいたボランティアスタッフの多数から

次回開催への参加希望の意見を受けた。 

・ヘルシーライフせき 土屋ひろ子様 

せきまちなか子ども食堂について 

・主催 ＮＰＯ法人ヘルシーライフせき 

    設立 平成 26年 7月 

・事業の内容 

 1.子ども食堂の開催 

 2.学習支援（無償塾）での夕食提供 

 3.食育活動（子ども料理教室ほか） 

 4.その他（夏休み宿題教室の昼食作り） 

・せきまちなか子ども食堂の目的 

 「食を通じた子どもの健全育成」 

～食に関わりながら楽しく食べる子ども～ 

★楽しく食べる食事づくり 

→子ども自身がメニュー作りをして準備に関わる 

★楽しく食べる場所づくり 

→親子のふれあいと遊びの場所づくり 

★食生活に主体的に関わる 

→食育によって健康を考える子どもづくり 

★助け合う心を知る→仲間づくり 

・せきまちなか子ども食堂の財源及び食材 

財源 ①関市からの補助金 

   ②「せきの未来・社会貢献プロジェクト」参

加事業者様からの寄付金 

   ③寄附金 

   ④ＮＰＯヘルシーライフせき会員からの会費 

   ⑤その他（洋服、食器、タオル等をいただき、

フリーマーケットで販売） 

食材 ①購入 

   ②寄付 

1.子ども食堂（お寺ランチ）について 

 日時 毎月 1回、第 4土曜日 10時～14時 

 場所 関市西日吉町 千手院さん境内の「秋葉殿」 

 内容 誕生日ケーキ作り 

    各種イベント 

（食育講座、作品作り、写生大会、 

体験教室、クリスマス会など） 

    勉強 

    お昼ごはん 

 費用 大人 300円、子ども 100円 

2.学習支援（無償塾）での夕食提供 

 日時 毎週 2回 

 火曜日（小学生）18時 45分～19時 15分 

    木曜日（中学生）19時～19時 30分 

 場所 関市東日吉町 広福寺さんの文殊堂 

 内容 ＮＰＯ法人子援隊主催学習塾での夕食提供 

 費用 無料 

3.食育活動（料理教室） 

食育の目的のひとつとして料理教室の開催 

一般財団法人 荒井壽美子子どもみらい支援基金よ

り活動資金の助成をいただき実施 

3回（12月 26日、1月 6日、3月 29日）の開催 

 第 1回・・お米の洗い方、みそ汁の作り方 

      （炊飯器を使って） 

 第 2回・・煮物、パスタの作り方 

（炊飯器を使って） 

 第 3回・・お寿司を自分でにぎる 

＊8月度ＩＧＭ報告 

 レポーター 塚原康寿君 

8月 23日（木）味の孫六で開催 

参加者 カウンセラー 古田博文

君、Ｒ情報委員 小澤重忠君、世話

係 山本義樹君、レポーター塚原康寿君、古田育則

君、伊佐地金嗣君、高井良祐君 

①皆さんのロータリーの魅力は何ですか？ 

異業種交流としてのお付き合いができる、多種な情

報を得る事ができる、国際交流の場が多い事、色ん

な講師の話が聞ける、組織的なボランティア活動が

出来る、若い人と酒が飲める、時間通り進む会がい

いなどが進むなど 

②今までにどんなボランティアがありましたか？ 

フラワーロードグリーン作戦、青パトなどのボラン

ティア、交換学生のホームステイ受け入れ、韓国イ

ンターアクトとの交流 

③どのボランティアに興味があり進めたいですか？ 



1.地域住民が喜ぶボランティア 

2.他の奉仕活動グループとの交流（特に若いグルー

プ） 

＊出席委員会 

会員数 33名、本日の出席 22名です。 

＊ニコボックス委員会 

・会長・副会長・幹事 

ＮＰＯ法人 子援隊 佐藤様、ＮＰＯ法人 ヘルシ

ーライフせき 土屋様、ひとり親家庭の現状の卓話

をよろしくお願いします。 

・喜久生明男君 

今回のアジア大会でホッケー日本代表 男・女・金

メダルでした。これでＴｏｋｙｏ2020にはずみがつ

きました。 

・広瀬恒行君 

今日、9月 6日は小生の満 83歳の誕生日です。もう

そろそろリタイヤをした方がいいでしょうか？迷っ

ています。 

・土屋敏幸君 

水害のお見舞ありがとうございました。 

・小澤重忠君 

8月の家内の誕生日にクラブより虎屋さんの手作り

最中を頂き、家内は年を取るのも忘れるくらい感激

していました。ありがとうございました。 

・伊佐地司君 

妻の誕生日に虎屋さんの美味しいお菓子をありがと

うございました。 

22名のご投函ありがとうございました。 

＊幹事報告 

例会終了後、理事・役員会を行います。 

＜次例会の案内＞ 

第 1952回 2018年 9月 27日（木） 

関市役所商工観光課 主任主査（前関市企画部長） 

みんなの就職サポートセンター 桜田公明様 

テーマ「みんなの就職サポートセンターについて」 

担 当 会員基盤増強維持委員会 


