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2020-2021 年度 第 1164 回例会 

宇都宮陽北ロータリークラブ会報 
会長：古矢幸伸 幹事：樋口富之 会報委員長：須賀正人 

例会場及び例会日：ベルヴィ宇都宮 ≪火曜 12：30≫ 

事務所：宇都宮市宿郷 5-21-15ベルヴィ宇都宮内 

TEL:028-633-1165（ベルヴィ宇都宮） 

 

 

 

 

  

 

§ ロータリーソング「我らの生業」 

§ 鄒 格儿(スウ・カクジ)さん(米山奨学生) 

 

   みなさんこんにちは。  

ご報告をいたします。 

先日、7月 14日に今年度の社会奉仕事業といたしまして、キッズハウスいろどりへお米 400ｋ

ｇを寄贈してまいりました。三井会員よりお話をいただき、大変な量のお米をお譲りいただき今

回の寄贈という事ができました。三井会員有難うございました。下野新聞にも掲載をいただきフ

ェイスシールドに引き続き良かったと思います。 

さて、本日は、今お話をしました、キッズハウスいろどりへのお米の寄贈、この施設は一昨

年、仲田年度より支援を開始し、継続してまいりました。 

いろどりは、いわゆる子供食堂として、子供たちに食べる、学、遊ぶ、安心をテーマに運営さ

れています。利用する子供たちの一部には、貧困家庭や虐待等事情を抱えた子供たちも多いと聞

いています。なかなか、貧困や虐待という事に触れる機会は少ないと思いますので少しご紹介し

ます。 

まず、日本の子供の貧困とは何か？ 

貧困には絶対的貧困と相対的貧困の 2種類あります。 

絶対的貧困とは、着るものがない、食べるものがない、住む場所がないといった、衣・食・住

において充実感を欠き、人間として最低限の生活を営むことができない状態のことを言います。 

対して相対的貧困とは、国民の年間所得の中央値の 50％に満たない所得水準の人々のことを指

します。 

つまり、金銭的に困っているのは相対的貧困、生活全てにおいて低水準で、貧しい思いをして

いるのが絶対的貧困ということです。 

こういった違いがあるため貧困と言われても、どちらの貧困かで意味合いが大きく異なりま

す。日本の相対的貧困も子どもの生活や将来に大きな影響を与えます。また、経済の損失にもつ

ながる重要な問題となっているため解決に向けた対策が必要です。日本における貧困の現状は、

もはや 7人に 1人が貧困状態にあり深刻な状態といわれています。 

 司 会・ビジター紹介         物井 慶太 副 S.A.A 

 

 

 

  会長の時間            古矢 幸伸 会長 
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2020 年 7 月 21 日(火)     会員数 42 名 出席数 27 名 

tel:028-
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貧困問題の原因は、2つ 

1、親の収入 仕事をしていない、非正規雇用等 

2、ひとり親家庭の増加 未婚の母親(シングルマザー)の増加 

等があります。このような環境で暮らす子供たちが増えている中で、将来一般的な教育を受け

ることもできず、満足な食事もできず、子供本来の元気に遊ぶという事ができない、等で社会に

もたらす影響の大きさは計り知れないと思います。今日は一部ですがご紹介と子の支援を通じて

私たちも当事者意識を持ち取り組んでいく必要があると考えています。明るく笑顔の多いこれか

らの為にできる行動をしていかなければいけないと思います。以上会長の時間といたします。 

 

 

◇ 本日の例会は、委員長方針発表になります。本日、発表予定の皆様、宜しくお願いします。 

◇ 持ち回り理事会に於いて、九州豪雨災害義援金の寄付金額が決定しましたので、ご報告いた

します。 当クラブとしまして、50,000円を寄付します。 

◇ 国際ロータリー日本事務局よりお知らせです。 

東京都が、新型コロナウィルスの感染状況を 4段階で最も警戒度の高い「感染が拡大してい

ると思われる」レベルに引き上げたことを受けて、7月 20日(月)より 8月 31日(月)まで、

在宅勤務の対応になっております。 

業務時間 ： 9：30～17：30 

連絡方法 ：  電話によるご対応ができませんので、eメール、または、FAXでの対応にな

っております。 

 

ロータリーの友 7月号 

横書き 

・P7 RI会長メッセージ RI会長紹介 

・P20 2020-21年度ガバナー紹介 ガバナーの横顔 

・P40 RI理事会「ロータリーは機会の扉を開く」― 日本のロータリー100周年 ― 

・P46 新型コロナウィルス感染症対応 新型コロナに負けるな！ 

    医療現場最前線 新型コロナウィルス感染症から医療従事者を守る 

・P57 連載コミック「ポール・ハリスとロータリー」 

縦書き 

・P4  夢持ち続け 日々精進 

・P20 ロータリーアットワーク 食品ロスをテーマに足利こども議会の開催 足利わたらせ RC 

 

 

 7月 19日(日)第 1回地区米山記念奨学会委員会・奨学生卓話研修会開催(鄒 格儿(スウ・カク

ジ)さんが参加 

 

幹事報告               樋口 富之 幹事 

 

 

 

 

ロータリーの友紹介         西山 穣 雑誌・資料委員長 

 

 

 

 

地区米山記念奨学会報告      長 正英 委員長 
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   §古矢幸伸会長  こんにちは。先日 14日にキッズハウスいろどりへお米 400㎏を寄贈して参

りました。とても喜んでいただきました。また一つの奉仕活動を実施する事

ができました。ニコニコ致します。 

   §仲田真介副会長 みなさんこんにちは。7月 17日、下野新聞にて当クラブによる「キッズハウ

スいろどり」へのコメ 400キロ寄贈の記事を見ました。寄贈されたコメは、

ここに通う多くの子供のため、大切に使うという事ですので、フェイスシー

ルドの寄贈に続き、本当に必要としている人たちに届いて良かったなと思い

ました。ニコニコします。 

§湯浅 定会員  ニコニコ BOX委員会より、本日ニコニコ少なめですよろしくお願いします。 

          

   多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました   今週の金額  5,000 円  

 

 

 

  奉仕活動プロジェクト委員会 熊本泰久 常任理事 

・職業奉仕委員会 熊本泰久委員長 

  ・社会奉仕委員会 長 英明 委員長（代理発表：物井慶太 副委員長） 

  ・国際奉仕委員会 薄久保大輔 委員長 

  ・青少年奉仕委員会 関 夫美 委員長 

  ・ロータリー財団・米山支援委員会 長 正英 常任理事 

  ・ロータリー財団支援委員会 髙橋順也 委員長（代理発表：湯浅 定 副委員長） 

  ・米山記念奨学会委員会 上杉哲也 委員長 

  特別審議委員会 湯浅 定 委員長 

会場監督(S.A.A) 長 英明 （代理発表：物井慶太 副 S.A.A） 

  会計 宇賀神英巳（代理発表：関 夫美 副会計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス委員会報告     上杉 哲也 委員 

 

 

 

 

各委員会 委員長方針発表 

 

 

 

 

出席報告   物井 慶太 委員 

 

会員数   42名  前々回ＭＵ   0名 

出席数   27名   前々回訂正    0名 

欠席数    15名   前々回訂正率  

出席率  64.29％        78.57％ 

％ 

次回例会予定 

 

第 1165 回  7 月 28 日(火) 

新入会員卓話 

荻原克則会員 
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日付 プログラム 時間 例会場 

第 1166 回 

8 月 4 日(火） 

クラブ・フォーラム① 

長 英明 社会奉仕委員長 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1167 回 

8 月 11 日(火) 
夜間例会（納涼会） 18：30～ 別途案内 

第 1168 回 

8 月 18 日(火) 

招待卓話：第 3 グループ A 

ガバナー補佐 

印出井 敏英様 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1169 回 

8 月 25 日(火) 

会員卓話 田中 豊治会員 

田中医院 院長 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

 

   プログラム 

 

 

 

 


