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

事務局：岐阜県関市下有知 1655-1山田ビル 1階Ｄ室  TEL(0575)24-7332  FAX(0575)23-5278 

会長 藤村 伸隆  副会長 山本 義樹  幹事 森  敬  クラブ会報委員長 長谷部 貴司 

 

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 第 2092 回例会 2023年 2月 16 日（木） 

卓 話 岩田敏男税理士事務所  税理士 岩田 菜央子様 

テーマ 消費税のインボイス制度に関して ／ 担当 クラブ会報・雑誌・広報委員会 

 

 

 

 

 

 

＊国歌「君が代」斉唱 

＊ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

＊４つのテスト唱和 

＊お客様の紹介 

 子援隊 佐藤 隆一様 

 ヘルシーライフせき 土屋 ひろ子様 

＊会長あいさつ 藤村伸隆会長 

本日のお客様をご紹介致します。 

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 ひろこ 様 

大変お忙しい中、当クラブの例会においで頂きまし

てありがとうございます。また、ロータリーの活動

につきましてご協力頂きまして重ねて御礼申し上げ

ます。本日は「ひとり親家庭の現状について」とい

うテーマでお話を頂きます。どうぞよろしくお願い

致します。 

ここ数日大変な寒い日々が続いております。私の住

んでいる地域では、日陰には雪がまだ残っていま

す。毎晩のように凍結防止剤を散布しております

が、数日前には道路に備えられた温度計でマイナス

１０℃を記録していたと聞きました。マイナス５℃

前後はよくありますが、マイナス１０℃と言うのは

中々、無い事で最近の寒さの厳しさを感じておりま

す。 

そんな寒さの中、1月 25日に美濃建設業協会で久し

ぶりではありますが、恒例の伊勢猿田彦神社参拝と

伊勢神宮参拝に向けて朝 8時に美濃市を出発しまし

た。新名神で 10ｋｍ近い渋滞が起きて大変だった同

じ日です。やはりこちらもかなりの渋滞で鈴鹿イン

ターから先は高速道路が通行止めで一般道におろさ

れました。凄い渋滞で伊勢に到着したのは夕方 4時

になってしまい参拝はあきらめて予約されていた食

事だけして帰路に着きました。自宅に帰ったのは 11
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時近くになってしまいました。やはり一番大変なの

はトイレですね。コンビニに寄ってトイレを済ませ

ましたが、到着するまでは不安で何も食べる事も飲

む事もできませんでした。若いうちは、あまり考え

ませんでしたが、歳を重ねるとトイレ等やはり不安

になりますね。トイレ付の観光バスがあるといいで

すね。又、交通手段や高速道路の状況などやはり慎

重に考えた方が良いと思いましたが、良い思い出の

１日になりました。 

私の周りで数日前に駐車場が凍結しておりすべって

転んで腕を骨折された女性がみえます。まだまだ寒

い日々は続きますので皆さんも私も気をつけて暖か

い春を迎えたいと思います。 

＊卓 話 

ＮＰＯ法人 子援隊 

佐藤 隆一様 

ＮＰＯ法人子援隊の活動報告 

関中央ＲＣ様には平成 30年度から

現在に至るまでたくさんのご支援を頂きありがとう

ございます。平成 30年の例会で、この場所で初め

て皆さんとお会いしたのが、つい先日のような気が

します。あれから 4年余りが経過しました。私たち

の活動は平成 29年度からスタートして今年 3月で

丸 6年になります。今日はその内容につきまして簡

単にご説明させて頂きたいと思います。 

（資料より抜粋） 

１．「無償学習支援教室てらこや文殊堂」の開催 

関市と「業務委託契約」締結 

（平成 29年 6月 1日） 

【事業名】 

「関市ひとり親家庭の子ども学習支援業務」 

開催期間 平成 29年 8月～3月 

毎週 1回（火曜日）18時～20時 45分 

場所   広福寺境内の「文殊堂」 

対象   関市ひとり親家庭の小・中学生:20人 

※条件：経済的な理由で、学習塾に行くことの

出来ない生徒 

申請者全員「親子面談」により決定 

スタッフ体制 教員ＯＢ、学習塾講師、小学校講

師、市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等 

※登録人数：26人 

授業内容 学習支援、子どもの居場所作り、子ど

もの相談相手など 

その他:補食の提供 

２．令和４年度の主な取組 

(1)「無償学習支援教室てらこや文殊堂」の開催 

※今年度で６年目の開催 

【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（令和 3.3.24） 

〔主な事業内容〕 

対象者 関市内のひとり親家庭の小学生及び中学 

    生を対象に継続希望者には「親との面

談」、新規申請者は「親子面談」により

選考。 

参加者 19人（2/1現在) 

（内訳：小学生:9人、中学生:10人） 

実施期間 令和 4 年 4 月 1日～令和 5 年 3 月 31 日 

※学習教室は小・中学生共に年間各 47回開催 

※新型コロナウィルス感染症の拡大期間も感染予防

対策を徹底し、小・中学生教室を開催した。 

実施日時 小学生：毎週 1回（火曜日） 

学習時間：19時～21時 

中学生：毎週 1回（木曜日） 

学習時間：19時～21時 

※新型コロナウィルス感染症の終息までは、暫定ス

ケジュール表より実施。 

※「補食」については、毎回支給するが教室での飲

食は禁止し、家庭に持参依頼。 

最近のてらこや教室内の写真 

小学生教室 

 



中学生教室

 

ＮＰＯ法人 ヘルシーライフせき 

土屋 ひろ子様 

ヘルシーライフせきは、月 2回の

子ども食堂と昨年の 4月からは学

習支援をしております。子ども食

堂は今年で 5年目になります。 

市役所経由で皆様方から頂いた新米は、先日ひとり

親家庭の方に配布させて頂きました。皆様のおかげ

でこういった事ができますのでありがたいと思って

おります。本当にありがとうございます。 

（資料より抜粋） 

せきまちなか子どもカフェ 

毎月第３・４土曜日 月 2回開催 

場所・・千手院さん境内の秋葉殿（関市西日吉町） 

時間・・10～14時 

    10～12時の間は 

    ・体験学習、食育（食べ物の勉強） 

    ・宿題とプリント 

    ・ケーキを自分達で作る時も 

    12時からはランチタイム（現在はお弁当） 

費用・・子ども 100円  大人 200円 

持ち物・・マスク、勉強道具（宿題等） 

コロナ対策・・家で体温を計測（会場でも） 

       パーテーション、アルコール等 

食材と料理レシピの配布 

・・子どもが家庭で料理を作ることができるよ

うに簡単な料理レシピを配布。アンケート

や写真で簡単にできたかを聞いて次の参考

にします。 

水曜日ゼミ（勉強会）について 

毎週水曜日に開催（祝日休） 

場所・・ＮＰＯ法人ヘルシーライフせき事務所 

時間・・18時～20時（簡単な夕ご飯を提供） 

費用・・子ども 100円 

コロナ対策・・体温計測、パーテーション、アルコ

ール等 

対象・・小学生、中学生 

＊出席委員会 

会員数 29 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 

 本日はＮＰＯ法人 子援隊 佐藤隆一様、そして

ＮＰＯ法人 ヘルシーライフせき 土屋ひろ子様

には大変お忙しい中を卓話にお越しいただき大変

ありがとうございます。卓話を楽しみにさせて戴

きます。 

22 名のご投函ありがとうございました。 

＊幹事報告 

・（株）クマヒラ・ホールディングス様より「抜萃

のつゞり」を贈呈頂きました。 

・例会終了後、理事・役員会を行います。 

・米山記念奨学普通寄附金およびロータリー財団寄

付金の確定申告用領収書配布 

＜次例会の案内＞ 

第 2093回 2023年 3月 2日（木） 

卓 話（内容未定） 

担 当 出席委員会 


