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会 長 挨 拶
会長　中村　徳裕

　本日は、10年に一度レベル
の寒波が襲来し、皆様それぞれ
足元の悪いなか、このように多
数のご出席を賜りありがとうご
ざいます。昨夜は積雪と路面凍
結のため皆様ご帰宅に苦労されたことと思い
ます。私の場合は、山祗方面で一面真っ白に
積雪していましたが、増本一也さんにお願い
して、毎年冬の期間は増本石油さんでスタッ
ドレスタイヤに交換してもらっていますので、
全く問題無く帰宅できました。
　さて本日は、長寿祈願祭ならびに祝賀会の
日であります。本日賀寿をお迎えになられる
のは、米寿　井上斉爾さん、傘寿　大神邦明
さん、喜寿　梅村良輔さん、古希　加納洋二郎
さん、古希　松尾文隆さん、還暦　芹野隆英
さん、還暦　筒井和彦さん、還暦　大久保利博
さん、還暦　大塚隆夫さん、以上の9名の皆さ
まです。
　執行部といたしましては、予定通り開催で
きるのかどうか、昨日から今朝8時にかけて、
状況を見ながら検討いたしました。その結果、
亀山八幡宮での長寿祈願祭につきましては、
来週にはもう2月になってしまうため延期はせ
ず、会長と幹事が皆様を代表して祈願を行う
こととし、皆様にはご無理なさらないでくだ
さいとのご案内をいたしました。まだ神社の
境内には凍結した部分もあり、大変寒い状況
でしたが、10名を超える会員の皆様にお集ま

りいただき、無事祈願して参りました。
　また、本日気温は昼間でも1～2度までしか
上がらないとの予報ですが、晴天となったた
め、昼までには路面凍結などはおおむね解消
するであろうと予測し、例会ならびに祝賀会
は予定通り開催することといたしました。
　今後とも、コロナについても、このような
天候の状況につきましても、行政から中止や
延期が要請されるような状況でない場合は、
主催団体としてはできるだけ行事を開催し、
機会をご用意したいと思います。そして、会
員の皆様それぞれが、お住まいの場所や環境、
また、周りの状況などを考慮されて、慎重に
ご出席されるかどうかのご判断をいただけた
らと考えております。
　私が、入会まもない20年ほど前のことです
が、例会の日にかなり大きな台風が佐世保を
直撃していました。しかし、例会は予定通り
開催され、出席してみると予想以上に多くの
会員の皆様が出席されていました。当時先輩
に、「こんな台風でも例会はあるのですね？」
とお尋ねしたところ、「台風がきても戦争は休
みにはならん！」と、当時の大先輩から出席
に対して熱い思いを込めてご指導をいただい
たのを思い出しました。
　本日は、一般社団法人E-BA代表、させぼ子
ども食堂ネットワーク代表、ながさき子ども
食堂ネットワーク事務局長の数山有里さんを
ゲストにお迎えし、「つながり続けている」を
テーマに卓話をいただきます。それでは、本
日も充実した例会になりますよう、よろしく
お願いいたします。

《本　　日》会員数 73名（出席規定免除 23名）・出席 46名・欠席 27名・（免除者欠席 11名）・ビジター 0 名・出席率 63.01 ％

《 1月11日》会員数 73名（出席規定免除 23名）・出席 47名・欠席 26名・（免除者欠席 12名）・メークアップ 1 名・修正出席率 78.69 ％
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例 会 記 録
◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯卓話者
　一般社団法人 E-BA　代表
　させぼ子ども食堂ネットワーク　代表
　ながさき子ども食堂ネットワーク
　	 事務局長　数山　有里	様
賀寿記念

幹 事 報 告
幹事　福田　金吾

1.第5グループガバナー補佐	 安部　重幸	さん
　第6グループガバナー補佐	 橋口　佳周	さん
　ホストクラブ佐世保中央RC
	 会長　前田　眞澄	さん
	 実行委員長　馬場　貴博	さん
　IMシャトルバス利用確認のお願い

2.海上自衛隊佐世保地方総監
	 海将　西　　成人	様
　佐世保音楽隊第51回定期演奏会ご案内
　日時　2月18日㈯　16：00～18：00
　会場　アルカスSASEBO

ロータリー３分間情報
クラブ会報・広報委員会
	 副委員長　中島　　顕
　今回は、行政からの問い合
わせに対しての、体験に基づ
く効果的な対処法についてお
話したいと思います。
　私は、二つの会社を運営し

ているのですが、ある出来事に対して、行
政側から、厳しい言われ方で呼び出しを受
けたことがありました。その場に出向いて、
話を始める前に「後で言った、言わなかっ
たと問題になる可能性があるため、念のた
めにICレコーダーでこの件のやり取りを録
音させて欲しい。」と伝えました。
　その結果、落ち着いた雰囲気のもと、会
社の内情などを伝え、問題なくこの件を終
了させることができました。
　重要な場面ではICレコーダーやボイスレ
コーダーは非常に役に立つツールだと感じ
ました。

慶 　 　 祝
親睦活動委員長　山口　幸生

○結婚記念月のお祝い
　廣瀬　章博・みどり	さん	ご夫妻（11日）
　田中丸善保・栄子　	さん	ご夫妻（19日）
　米倉洋一郎・幸子　	さん	ご夫妻（31日）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　安福　竜介

中村　徳裕 会長、福田　金吾 幹事
安部　雅隆 副幹事、福田　金治 さん
庭木　香充 さん、増本　一也 さん
黒木　政純 さん、橘髙　克和 さん
永瀬　徳豊 さん、内海　暢邦 さん、
船越　　温 さん、指山　　立 さん
廣瀬　章博 さん、安部　直樹 さん
陣内　純英 さん
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　親子いこいの広場もくもく代表の数山	
有里様の卓話に期待してニコニコします。

加納洋二郎 さん、大神　邦明 さん
大塚　隆夫 さん、大久保利博 さん
芹野　隆英 さん、松尾　文隆 さん
梅村　良輔 さん
　長寿祈願祭ありがとうございました。夜
の祝賀会もよろしくお願いします。

廣瀬　章博 さん、田中丸善保 さん
米倉洋一郎 さん
　結婚記念月のお祝いありがとうございます。

山下　尚登 さん
　明けましておめでとうございます。誕生
日祝いありがとうございました。

◇
ニコニコボックス	 本日合計	 26,000円
	 累　　計	 626,000円

卓　　　　話
「つながり続けている」

一般社団法人　E-BA　代表
させぼ子ども食堂ネットワーク　代表

ながさき子ども食堂ネットワーク　事務局長
数山　有里	様

　皆さん、子ども食堂の事は
知っていますか？
　以前佐世保ロータリーでお
話させて頂いた時には、長崎
県内でもまだ子ども食堂も少
なく、佐世保でも3～4カ所ぐらいだったと
思います。
　「子ども食堂」とは、子どもが一人でも行
ける無料または低額の食堂です。
　「地域食堂」「みんな食堂」という名称の
ところもあります。子ども食堂は民間発の
自主的・自発的な取り組みです。しかし、

それゆえ運営を運営支援する公的な制度な
どが整備されていないにもかかわらず、子
ども食堂の数は増加の一途をたどっており、
現在はその数は全国で約6000カ所にもの
ぼっています。（2021年12月「むすびえ及び
地域ネットワーク調べ）
　コロナ禍においても子ども食堂がこれだ
け増加したのは、以下の要因が考えられま
す。ソーシャル・ディスタンスを求められ
るからこそ「つながろう」という意思を持
つ人々が多数いる、②子どもたちの居場所
が減少していく状況に危機感を抱く人々が
多数いる、③エッセンシャルなもの（命・
暮らしに不可欠なもの）を見直す機運の高
まりの中で、身近なところで感じられる安
心感の創出に人々が敏感になっている、④
SDGs等持続可能性に対する問題意識の高ま
りの中で、子ども食堂に地域の持続可能性
を高める効果を見出す人々が増えています。
　長崎県でもコロナ禍でも増加し、39カ所
の子ども食堂がながさき子ども食堂ネット
ワークに加盟しています。
　『むすびえは、こども食堂が全国のどこに
でもあり、みんなが安心して行ける場所と
なるよう環境を整えることを目的としてお
り、将来的には、全小学校区（現在19,892校。
文科省「学校基本調査」より）に対して1つ
以上のこども食堂がある状態を目指してい
る。今回は、小学校数に対するこども食堂
数の比率を都道府県別に「充足率」として
算出し、箇所数と併せて発表する。「充足率
は（こども食堂数÷小学校数）×100」』
　長崎県は、毎年のように低い充足率にと
どまっており、2021年の真の充足率では、
8.26％となり、46位でした。
　低い充足率の要因は多々あると思います
が、行政や企業の理解、支援も必要不可欠
なものと思っています。支援活動を広げる
為、そして子ども食堂をやりたい方の後押
しをするために、させぼ子ども食堂ネット
ワークを13団体で設立し、今年度は子ども
見守り強化事業として、官民連携の事業も
始まりました。
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　子ども食堂は、子どもを中心として、多
世代が交流できる機能を通じ、地域社会や
地域住民をつなぎ、コミュニティ形成がで
き、街づくりにも必要な居場所となってい
ます。
　コロナ禍でも常にSOSを求める声は多く、
対面の子ども食堂ができない時は、フード
パントリー（食材配布）や、お弁当配布な
どを行ったりと、繋がりを絶やさず子ども
食堂は動きつづけました。
　私たち親子いこいの広場もくもくも、子
育て世帯に寄り添い6年間活動を続けていま
す。
　孤独になりがちな子育て世帯に、子育て
の負担感や不安感を共有し、安心できる居
場所とし、一人子育てから、支え合う子育
てをコンセプトに活動をしています。毎週
子ども食堂を開催し、多いときは、100名以
上の利用者がいて、ボランティアスタッフ
で対応しています。
　コロナ禍になり食の支援の問い合わせが
増えている現状で、子ども食堂に来ること
ができない人には弁当の食材など宅配する
などして対応しています。
　様々な家庭があり、困り感も様々です。
　子ども食堂として、誰でも気軽に利用す
ることができ、その中で、困ったことがあ
れば、何でも語り合える関係性の構築を大
切にし、寄り添いながら、活動を行ってい
けたらと思っています。
　一人でも多くの方に子ども食堂の事を理
解して頂き、子ども達のため、親子の為に、
地域の為、佐世保市の為に、応援団が増え
る事を願っております。

クラブ会報・広報委員会 委 員 長：吉田　英樹　　委　員： 船越　　温・中村　真弥
副委員長：中島　　顕　　 　　　　大塚　隆夫・庭木　香充

（今週の担当：中島　　顕）
（カメラ担当：船越　　温）

＊今後の例会予定＊	
 2月 1日	 佐世保市教育委員会
	 メディア安全指導員
	 森田久美子	様
 　　8日	 西海みずき信用組合　地域振興室
	 副室長　西信　好真	様
　　15日	 創立記念日例会
	 パストガバナー　安部　直樹	さん
　　22日	 新会員卓話　梅村尚一郎	さん
	 （㈱梅村組　代表取締役社長）

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊	西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、	
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊	RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認をい
たしますので、事務局までお知らせください。

略　歴
2016年　	子ども食堂を中心に活動を行う
　　　　「親子いこいの広場もくもく」設立
2017年　	ながさき子ども食堂ネットワーク設立
2020年　させぼ子ども食堂ネットワーク設立
2021年　一般社団法人　E-BA設立


