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松井 昭夫 会長
皆さんこんにちは、先週の観桜例会に多くのご参
加を頂きまして有難うございました。『桜はイマイチで
したが、花より団子』の世界で大いに盛り上がり、楽し
い例会になりました。
さて、今日は新潟県にある曹洞宗の永林寺の佐藤
和尚の阿保陀羅説法の中の説法の話をしてみたいと
思います。
【三途の川は 25 メートル】
大阪に面白いおばさんがいました。76 歳で大阪ス
イミングスクールというところへ泳ぎを習いに行ったそ

次回例会案内 平成 29 年 4 月 26 日

うです。70 過ぎた人に心臓麻痺でも起こされたら大

越谷北 RC 2000 回記念例会

変だというので、水泳を習う理由を聞いたら「あの世と
この世の間には三途の川が流れているそうだから、も
し連れて行かれたら、泳いで帰ってきたいけど、泳ぎ
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を知らないから教えて欲しい」と言った由。これぐらい

お客様挨拶

元気だったら大丈夫だろと言うので水泳を教えたら、
進取の気性だけあって、一週間もしないうちに 25 メ
ートル泳げるようになった。この 25 メートル と言うの
が、『三途の川』の川幅だと言われていますが、これ
は誰も行ったことが無いしどの書物にも書いてありま
せん。
おばあさんは家へ帰って「25 メートル泳げるように
なったのよ」とお嫁さんに言ったら、お嫁さんはスイミ
ングスクールへ飛んで行って「うちのおばあちゃんに
水泳を教えるのは良いけれど、ターンだけは教えな

越谷南ロータリークラブ
幹事 加藤 修子 様

いでください」と言ってきた。
私の檀家のおじいさんが 2 千円を持って「私には先
妻の子供が 2 人、現在のおばあちゃんの子供が 3 人
いる。どうも癌で死にそうだから 2 千円でどうにか遺産
分けをしたいから考えてくれ、というので相談に来た。
私のところへ 2 千円持ってくるよりも薬局へ行って太
田胃散でも買ってきて子供の名前を書いて袋に入れ
て亡くなったとき分ければ、『これが本当の胃散分け』
だなんて言いましたら、ちょうど彫刻の取材に来てい
た新聞社の記者が取材の目的で来た彫刻の事は一
つも書かないで、2 千円を遺産分けのできる和尚を教
えますなんてデカデカと書いて話題になったそうで

せんげん台こども食堂

す。

代表 草場 澄江 様

永林寺の和尚はこんなことも申しております。
家庭に植えてはならない三本の木。
1．病気

2．浮気

3．短期

明るい家庭は、三つの声がする。
1．話

2．笑声

3．歌声

問題を起こさずこの世から去る時は、夏掛け一枚残
す程度が丁度良いのかも？

青少年交換留学生
コリン 様
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幹事報告

結婚・誕生日祝い

須賀 篤史 幹事

結婚祝い 稲垣 勝三 様・櫻井 智之 様

・4 月のロータリーレートは先月同様 116 円になりま

石井 知章 様・酒井 新樹 様
今井 英治 様・並木 勇一 様

す。
・越谷クラブより 4/18 の公開例会の案内が届いており

新沼

徹 様

誕生祝い 小林 光則 様・山本 正乃 様

ます。

今井 英治 様・新沼

委員会報告

徹 様

～～～～～～おめでとうございます～～～～～～

外部卓話

社会奉仕委員会
大濱 裕広 委員長
・4 月 9 日 柔道大会 AM9：00 に集合で宜しくお願い
せんげん台こども食堂

します。
・社会奉仕委員会は AM7：30 に集合です。又、駐車

代表 草場 澄江 様
こんにちは。せんげん台子ども食堂の代表の草場

場誘導には赤いブルゾンをご用意願います。
・当日、開会式は青ブレザー着用で宜しくお願い致し

です。今日は副代表の佐野と事務局の野尻と一緒に
参りました。よろしくお願いします。

ます。

「こども食堂」は、ご存知でしょうか？2 年ほど前か
ら、テレビや新聞などのマスコミで頻繁に取り上げら
越谷北ロータリークラブ
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れていますので、耳にされた方もいらっしゃると思い

6.8％に当たります。しかしこれには生活保護受給者

ます。「こども食堂」は、「子どもだけでも安心して食べ

は含まれていないとのことですので、ひとり親家庭で

に来られる食堂」です。何らかの理由で十分に食事

生活に困窮している家庭数は、もう少し増えるとのこと

がとれない子ども、共働き家庭で両親の帰宅が遅く

でした。また、児童扶養手当には所得制限があって、

一人でご飯を食べなければいけない子どもとその保

350 万円以下でないと受けられませんが、350 万円

護者を主な対象とし、手作りで温かい食事をみんな

から 400 万円台の収入の家庭も決してゆとりがあると

で食べ、楽しい放課後の居場所を提供し、地域の人

は言えない状況なので、この統計以上の家庭が困窮

とのつながりを持てる場所となっています。全国にも

しているのではないかという話でした。

次々に新しいこども食堂ができつつあります。地元越

私が地元で担当しているある小学校の校長先生に

谷市にも今年になって新たなこども食堂が 2 つできま

伺ったところ、その小学校では、生活保護家庭と就学

した。

援助金を支給されている準要保護家庭を合わせると、

「こども食堂」は、「子どもの 6 人に 1 人が貧困である」

小学校全世帯の 28.6％になるのだそうです。実に 4

という子どもの貧困問題を知ることと共に広がってい

分の 1 以上の世帯が生活に困窮しているということに

ます。私が昨年千間台にこども食堂を立ち上げたとき

なります。おそらく地域差があるのだと思いますが、そ

も、「そんなに貧困の子どもが多いの？」とよく聞かれ

んな地域も越谷にはあるということです。

ました。私は民生委員で、主任児童委員です。主任

越谷市では、遅まきながら「子どもの貧困に関する

児童委員は、課題を抱えた子どもの問題について学

調査」今年度準備をし、来年度予算をつけて調査す

校と連携して活動をしています。その活動の中で、子

る方向だということでした。

どもの貧困問題は、ひとり親家庭が多ということに由

では、「せんげん台こども食堂」の活動を説明しま

来していると感じました。すべてのひとり親家庭が貧

す。昨年の 5 月 26 日に第 1 回のこども食堂をしまし

困というわけではありませんが、女性が子どもを抱え

た。場所は、千間台記念会館という地区センターと隣

て十分な収入を得ることが難しく、経済的に困ってい

の西１丁目の自治会館をお借りしています。その後、

る家庭は多いと感じます。

3 週間に 1 回の開催を続け、3 月までに 15 回開催し

では越谷市にひとり親家庭はいったいどれくらいい

ました。参加費は、こども 100 円、保護者 300 円です。

るか、市の子育て支援課の方に聞きに行ってきました。

当初スタッフは 16 人いたのですが、うちのスタッフが

しかし、実は越谷市では子どもの貧困の実情がわか

大袋に分家のこども食堂を立ち上げてそちらに行っ

るほどの調査はしていないそうで、統計の一部からそ

たので現在 9 名のスタッフで活動しています。ボラン

れをうかがい知るという程度のものしかありませんでし

ティアも 30 人以上登録してもらっています。 参加者

た。その一部を参考までにお知らせします。

は、幼児から高校生まで、1 回につき 12 人～48 人の

越谷市は、28 年度、ひとり親家庭医療費支給登録
者は 6544 人で、越谷市内には、約 6500 世帯のひと

参加がありました。
これは、食事をしている様子です。最近は、子ども

り親家庭があると考えられます。また、「児童扶養手当」

たちも場所がわかって慣れてきたのか、子どもたちだ

は、ひとり親家庭などの児童のために、市から支給さ

けの参加が増えてとても賑やかです。この日のメニュ

れる手当ですが、越谷市で児童扶養手当・特別扶養

ーは、12 月 27 日のメニュー 白菜のクリーム煮、かぼ

手当受給者数を合わせて 3,958 人でこれは、越谷市

ちゃ餅、里芋のきぬかつぎ、サラダ、ご飯、りんご、ご

在住の 0 歳から 18 歳までの子ども数 58,182 人の

まクッキーです。ごく普通の家庭料理です。これは調
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理室の様子です。いつも 5,6 人のスタッフとボランティ

ードルの高い活動です。特に気をつけているのは、

アさんで 40 食ぐらいの食事を作っています。家庭的

アレルギー・衛生上のことノロ対策などです。立ち上

で、手作りの料理を工夫しながら作っています。調味

げ当初から保健所の指導を受けましたが、6 月立ち

料もできるだけ添加物のないものを使い、温かいもの

入り検査があり、満点の合格点を頂きました。アレル

は温かく出せるように努力しています。一日のスケジ

ギー対策も地元の弁護士の方や医師の方に相談し、

ュールとしては、4 時頃から三々五々子どもたちが来

基本的にはアレルギー対策は行わないが、間違って

はじめて宿題や遊びをします。5 時半から 7 時までが

アレルゲンのものを口にしないように、できる限りのこ

食事の時間です。毎回、その日の献立の工夫したこ

とをしています。ノロやアレルギーに対しては、緊急

とやどうやって作ったか、いただいた食材についてス

対応マニュアルを作り、危機管理を行っています

タッフから説明をします。

子育て中の親子で大きな課題を抱えている家庭は、

・第 1 回の時に、「2 歳の双子と 3 歳の三人姉妹を抱

家庭では子どもを支えきれなくなっています。親が子

えています。連れて行ってもいいですか？」と電話く

どもを支えられればそれが一番望ましい姿でしょうが、

ださったお母さんは、ほとんど毎回来てくれています。

もしそれが不可能な場合、親ではない大人がそれを

事情でお父さんとは別居されているとか。

担えるのではないかと思います。子どもにとって自分

子供の面倒を見ていると、食事に手をかけることが

を認めて見守ってくれる大人が近くにいるということを

できなくて、手作りで温かい食事を毎回楽しみにして

知る事、そういう大人と出会うことは、その子の生きる

いるとのこと。スタッフが 1 人か 2 人、テーブルについ

力になると感じます。それが地域で担えたら、温かい

て、子どもたちに声をかけたり、お母さんの話を聞い

地域になるに違いありません。

たりしています。

行政にはできない、子どもたち身近にいる私たち

・不登校の兄弟（小 1・小 5）の弟くん、とてもやんちゃ

ができることを地道に活動していきたいと思っていま

な男の子ですが、上記の 3 姉妹の面倒をよく見てくれ

す。どうぞご理解ご支援をよろしくお願いします。

ます。遊びながら食べてしまう姉妹に「このシチュー
美味しいよ。もう一口食べてみようか？」我慢強く、優
しく声をかけています。姉妹たちもこの小 1 のお兄ち
ゃんが大好きで、3 姉妹のおかあさんも「なんて優し

・せんげん台こども食堂 代表 草場澄江様、本日卓

いお兄ちゃんなんでしょう。」と兄弟のおかあさんと長

話宜しく御願いします。

い時間話をしていました。

越谷南ロータリークラブ幹事 加藤修子様ようこそ

・重度の身体障がいのある小 4 生と知的障害のある
中 2 の男の子兄弟も来てくれています。お母さんはい
つも下の子の食事介助をしながら食べていたので、

松井昭夫
・せんげん台こども食堂の皆様、ガールスカウトの皆
様、越谷南ロータリークラブ加藤幹事、ようこそ。

可能な場合はスタッフやボランティアがお母さんの代

須賀篤史

わりに食事介助をし、お母さんにゆっくり食べてもらう

・いつも大変お世話になっております。先日は IM ハ
イクお疲れ様でございました。又、4 月 9 日の柔道

ようにしています。
県立大学の学生で、障がい者の対応の経験がある
ボランティアが 2 人来てくれていて、助かります。
「こども食堂」では、食事を出すということはかなりハ

大会の開催、成功致しますようご祈念申し上げ、会
長に代わりましてメイキャップさせて頂きました。
本日は宜しくお願い申し上げます。

越谷北ロータリークラブ
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・せんげん台こども食堂の草場様、卓話宜しくお願い
申し上げます。
越谷南ロータリークラブ 瀬尾会長、加藤幹事、い

4 月 9 日 越谷市総合体育館

堀野眞孝

らっしゃいませ!
・お客様ようこそ！

北越谷の桜もほぼ満開で、とてもにぎわっています。
大変良い陽気になってきましたね！
大熊正行
・①越谷南ロータリークラブ 幹事 加藤修子様
いらっしゃいませ。
②せんげん台こども食堂 ガールスカウトの皆さん
いらっしゃいませ。

鈴木英男

・浄山寺の桜も満開と成り、きれいですよ。
是非、花見に来て下さい。

石井知章

社会奉仕委員会 大濱委員長を中心に、

・歓桜例会、お世話様でした。

伊藤 純

駐車場案内など実施

・4 月 9 日柔道大会、よろしくお願いします。
大濱裕広
・誕生祝いありがとうございます。
小林光則 山本正乃
・結婚祝いありがとうございます。
櫻井智之 石井知章
・越谷南ロータリークラブ 加藤幹事
ようこそお越し頂き、ありがとうございます。
小林操 関森初義 高橋忠克
会場 OPEN 後、体育館は熱気が溢れています。

出席報告
会員数

52 名

出席免除者

14 名

出席者

37 名

欠席者

1１名

出席率

77.0%

朝礼を実施し役割分担も準備 OK！
越谷北ロータリークラブ
「高潔さを持って、奉仕と・親睦に・友情を」
ホームページアドレス

2016-2017

松井 昭夫会長 提言

http://koshigayakitarc.dyndns.org/
6

2016-2017 国際ロータリーテーマ
“人類に奉仕するロータリー”
ＲＩ会長 ジョン F.ジャーム

週報
第 2770 地区

第 8 グループ

開会式

会場内で例会開催

松井会長よりご挨拶

松井会長ご挨拶

子供達の選手宣誓

須賀幹事報告
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体育館では熱戦が繰り広げられています

閉会式 松井会長より優勝チームに表彰状

長谷川エレクトから記念品贈呈

ロンドンオリンピック 90kg 級 銅メダリスト
西山選手による講習会
子供達と対話をしながらメダリストのスピード、パワー

最後に選手全員での写真撮影

をデモンストレーションでは見せてくださりました。

越谷北ロータリークラブ
「高潔さを持って、奉仕と・親睦に・友情を」
ホームページアドレス

2016-2017

松井 昭夫会長 提言

http://koshigayakitarc.dyndns.org/
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