
　皆さん、こんにちは。第１例会日ということで、
先ほど５月の役員理事会を開催させて頂きまし
た。そして新会員の承認の件ですが、７名の方々が上がっており
ます。うちお二人はまっさらな方で、安積国造神社宮司の安藤智
重さん。もう一人が㈱創成の代表取締役社長の鈴木基修さんで
す。それ以外の５名の方は転勤に伴う交代会員です。そして例
会を休会している間の会費の取り扱いですが、年間240,000円
のうち１ケ分を僕の年度から翌年度に繰り越すという形で、11ケ
月分の徴収にさせて頂き残りは親睦等でお使い頂ければという事
で、役員理事会では了承を得ております。

会長挨拶 福島佳之 会長
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出席報告
佐藤　聡 委員長

◎郡山市こども部、佐藤さんの卓話を楽しみにし
ています。

 福島佳之君、阿部充宏君、平松敏郎君、前田泰彦君
◎マウナポリなのか、マリウポリなのか？正確な都市名を知りたい。
早く終息することを願って！ 神山英司君

◎長い間休んでいます。申し訳ございません。 太田　宏君
◎結婚のお祝いをありがとう！  湯浅大郎君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
宮川雄次 委員長

幹事報告
　ロータリーレートの変更のお知らせですが、５月
から１ドル130円となります。

阿部充宏 幹事

新会員紹介
　早乙女充宏さんをご紹介します。職業分類が
タバコ製造、生年月日は昭和50年３月３日、結
婚は平成13年９月１日です。最終学歴は栃木県鹿沼商工高校
を卒業されております。奥様とお子様が３人いらっしゃいます。

有賀隆宏君

新入会員挨拶

　この度は伝統あるこの郡山RCにご入会させて頂きまして、誠
にありがとうございます。この場で色々学ばせて頂きたいと思いま
すので、どうぞ宜しくお願い致します。
 所　属　親睦活動委員会
 推薦人　新城義雄君、有賀隆宏君

支社長　早乙女充宏君
日本たばこ産業㈱ 福島支社

　新年度の役員人事案を配らせて頂きました。ご承認頂ければ
拍手をもって承認を頂ければと思います。１年間、宜しくお願い
致します。

2022-2023年度
　　　　  役員理事・委員の件

佐藤尚宏 会長エレクト

　５月は青少年月間です。郡山市こども政策課
の佐藤さんにお出で頂きまして、こども食堂の現状そして私ども
ロータリアンとして何ができるかという辺りを、よくお聞き頂ければと
思います。

プログラム紹介
平松敏郎 青少年奉仕委員長

ゲスト卓話

郡山市こども部こども政策課
こども企画係
　　　　　  主査　佐藤麗子氏

「子ども食堂の現状」

　「子ども食堂」ってどういうイメージをお持ちでしょうか。貧困対
策で経済的に困窮している家庭のお子さんを対象に食事を提
供する場所というのが真っ先に思い浮かぶイメージかと思うんで
すが、実はこども食堂は多種多様な取り組みをしております。子
どもを巡る明るいニュースというのは最近無い状況です。NHK
で子ども・若者を取り上げた特集をやっているようで、そこで私も
耳にしたショックだった結果が、ユニセフが2020年９月に発表し
た先進国に住む子どもの幸福度は38ケ国中日本は総合20位と
いう結果だったそうですが、項目によって偏りがあり、身体的健康
は日本は1位ですが、精神的幸福度が38ケ国中、なんと37位で
した。この問題の解決に向けて、我々はこれから真剣に取り組ま
なければいけない思います。
　郡山市の取り組みと致しまして、子ども食堂ネットワークという
ものを設置しております。これは市内で既に子ども食堂を運営し
ている団体、それからそういった子ども食堂の取り組みを応援し
たい支援企業、そして郡山市が連携することで子ども食堂の利
用者や地域の方々に子ども食堂への理解を深めてもらうととも
に、子ども食堂の運営を社会全体で支援することを目指して令
和元年10月に立ち上げました。
　郡山市は、商品券で寄付を集めて、それをネットワークに登録
している子ども食堂の各運営団体に活動の規模に応じて、その
商品券を配分することで子ども食堂の運営を支援ています。一
番のポイントは公的なお金を使わないことによるメリットを最大限
に生かしてもらうというところです。それでいて支援も手厚くすると
いうことがネットワークの仕組みで可能になっています。子ども食
堂は一義的には食事を提供するという場所ですが、それだけで
はなくて各地域で季節の行事（スイカ割り、クリスマス会、餅つき
大会）を食事の提供と合わせて行っていたり、農作業体験や調
理体験もやっている団体もあります。夏休みなどはカルチャー
パークまでお出掛けして色んな遊びをしましょうということも組み
合わせてやっています。
ここには国からコロナ対策としての補助制度がありましたので、
郡山市から各団体にコロナ対策に要する経費が、令和２・３年
度の２カ年１団体上限10万円までということで、空気清浄機や
パーティション・消毒液・お弁当容器・買い物袋、そういった費用
に充てることができるました。

　子ども食堂って言っていますが、利用者の方は子どもだけで
はなく、子どもの保護者の方も一緒にくることもあれば、地域の高
齢者の方も利用していて誰でも来て構いません。そこに行くと必
ずだれかはいて、独りぼっちにはならないという居場所、貧困対
策ではなくて居場所づくりという側面が子ども食堂なのかなとい
うところです。
　子ども食堂への支援の状況ですが、ネットワークを立ち上げた
令和元年度は登録している運営団体は８団体でしたが、令和４
年度では２倍の16団体になっています。最終的には１小学校区
に１子ども食堂ができるようにしたい。せめて１中学校区に１つに
したいというのが、私どもこども政策課の願いであります。令和３
年度から商品券だけではなくて現金での寄付も受け付けられる
ように制度を整えました。現金での寄付ができるようになると、地
方公共団体に対する寄付にあたりますので、法人税とか個人の
所得税・住民税への控除対象になり、寄付する方にとっても節
税のメリットがあります。令和３年10月から現金での寄付を受付
開始致しましたところ令和３年度は100万円を超える現金の寄
付を頂くことができました。昨年度は更に商品券やお金の寄付
だけではなくて、市内の企業から野菜や果物を定期的に提供頂
いたり、フランスパンやドーナツ・ハンバーグ等のたくさんの食材・
食品を定期的にご提供頂けるところも出てくるようになりました。
子ども食堂って貧困対策ではなくて、高齢者や子育て中の親御
さん、あとは若者が地域のコミュニティと繋がれる。そういった共
生社会を実現するための一つのツールなんじゃないかと言えると
思います。皆さんのロータリーには奉仕という言葉が出てきます
が、それは当たり前に昔の日本はできていたんだと思います。子
ども食堂は可能性が無限にある、皆さんの中のイメージが変わっ
て関心を持って頂けたら幸いです。今後とも子ども食堂の取り組
みを皆様どうぞ宜しくお願い致します。

〒963‒8005  郡山市清水台 2‒5‒3

有限会社 銀座美容室
代表取締役 池　田　達　哉

☎ 932‒1171　　932‒1194

〒963‒8014 郡山市虎丸町2‒11
郡山虎丸町第一生命ビル３階

福島テレビ 株式会社
郡山総支社長 鈴　木　　稔

☎ 931‒8000　　934‒4832

　５月15日の第２回麻雀大会ですが、１時半に王庁集合で宜し
くお願い致します。６月21日㈫に郡山ゴルフクラブで親睦ゴルフ
コンペを開催します。スタートが９時45分、集合が９時15分です。
是非今年度最後のゴルフですので、奮ってご応募頂ければと思
います。

親睦活動委員会報告
二瓶健一 委員長

　4日／佐藤尚宏君　　7日／林　誠君
　9日／武居厚志君、伊藤清郷君
13日／大山勇起君
15日／池田達哉君、青木　誠君
16日／宮川卓也君　17日／宮川雄次君
18日／阿部和博君　30日／七海重貴君

5月誕生日祝い

　4日／小林良一君　12日／二瓶健一君
15日／湯浅大郎君　24日／太田健三君
30日／阿部充正君

5月結婚記念日祝い

「YEG2022年活動方針について」
郡山商工会議所青年部（YEG）会長
　エムタス企画代表　松本秀樹氏

次 回 第30回例会
令和4年5月26日㈭
ゲスト卓話



　皆さん、こんにちは。第１例会日ということで、
先ほど５月の役員理事会を開催させて頂きまし
た。そして新会員の承認の件ですが、７名の方々が上がっており
ます。うちお二人はまっさらな方で、安積国造神社宮司の安藤智
重さん。もう一人が㈱創成の代表取締役社長の鈴木基修さんで
す。それ以外の５名の方は転勤に伴う交代会員です。そして例
会を休会している間の会費の取り扱いですが、年間240,000円
のうち１ケ分を僕の年度から翌年度に繰り越すという形で、11ケ
月分の徴収にさせて頂き残りは親睦等でお使い頂ければという事
で、役員理事会では了承を得ております。

会長挨拶 福島佳之 会長
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出席報告
佐藤　聡 委員長

◎郡山市こども部、佐藤さんの卓話を楽しみにし
ています。

 福島佳之君、阿部充宏君、平松敏郎君、前田泰彦君
◎マウナポリなのか、マリウポリなのか？正確な都市名を知りたい。
早く終息することを願って！ 神山英司君

◎長い間休んでいます。申し訳ございません。 太田　宏君
◎結婚のお祝いをありがとう！  湯浅大郎君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
宮川雄次 委員長

幹事報告
　ロータリーレートの変更のお知らせですが、５月
から１ドル130円となります。

阿部充宏 幹事

新会員紹介
　早乙女充宏さんをご紹介します。職業分類が
タバコ製造、生年月日は昭和50年３月３日、結
婚は平成13年９月１日です。最終学歴は栃木県鹿沼商工高校
を卒業されております。奥様とお子様が３人いらっしゃいます。

有賀隆宏君

新入会員挨拶

　この度は伝統あるこの郡山RCにご入会させて頂きまして、誠
にありがとうございます。この場で色々学ばせて頂きたいと思いま
すので、どうぞ宜しくお願い致します。
 所　属　親睦活動委員会
 推薦人　新城義雄君、有賀隆宏君

支社長　早乙女充宏君
日本たばこ産業㈱ 福島支社

　新年度の役員人事案を配らせて頂きました。ご承認頂ければ
拍手をもって承認を頂ければと思います。１年間、宜しくお願い
致します。

2022-2023年度
　　　　  役員理事・委員の件

佐藤尚宏 会長エレクト

　５月は青少年月間です。郡山市こども政策課
の佐藤さんにお出で頂きまして、こども食堂の現状そして私ども
ロータリアンとして何ができるかという辺りを、よくお聞き頂ければと
思います。

プログラム紹介
平松敏郎 青少年奉仕委員長

ゲスト卓話

郡山市こども部こども政策課
こども企画係
　　　　　  主査　佐藤麗子氏

「子ども食堂の現状」

　「子ども食堂」ってどういうイメージをお持ちでしょうか。貧困対
策で経済的に困窮している家庭のお子さんを対象に食事を提
供する場所というのが真っ先に思い浮かぶイメージかと思うんで
すが、実はこども食堂は多種多様な取り組みをしております。子
どもを巡る明るいニュースというのは最近無い状況です。NHK
で子ども・若者を取り上げた特集をやっているようで、そこで私も
耳にしたショックだった結果が、ユニセフが2020年９月に発表し
た先進国に住む子どもの幸福度は38ケ国中日本は総合20位と
いう結果だったそうですが、項目によって偏りがあり、身体的健康
は日本は1位ですが、精神的幸福度が38ケ国中、なんと37位で
した。この問題の解決に向けて、我々はこれから真剣に取り組ま
なければいけない思います。
　郡山市の取り組みと致しまして、子ども食堂ネットワークという
ものを設置しております。これは市内で既に子ども食堂を運営し
ている団体、それからそういった子ども食堂の取り組みを応援し
たい支援企業、そして郡山市が連携することで子ども食堂の利
用者や地域の方々に子ども食堂への理解を深めてもらうととも
に、子ども食堂の運営を社会全体で支援することを目指して令
和元年10月に立ち上げました。
　郡山市は、商品券で寄付を集めて、それをネットワークに登録
している子ども食堂の各運営団体に活動の規模に応じて、その
商品券を配分することで子ども食堂の運営を支援ています。一
番のポイントは公的なお金を使わないことによるメリットを最大限
に生かしてもらうというところです。それでいて支援も手厚くすると
いうことがネットワークの仕組みで可能になっています。子ども食
堂は一義的には食事を提供するという場所ですが、それだけで
はなくて各地域で季節の行事（スイカ割り、クリスマス会、餅つき
大会）を食事の提供と合わせて行っていたり、農作業体験や調
理体験もやっている団体もあります。夏休みなどはカルチャー
パークまでお出掛けして色んな遊びをしましょうということも組み
合わせてやっています。
ここには国からコロナ対策としての補助制度がありましたので、
郡山市から各団体にコロナ対策に要する経費が、令和２・３年
度の２カ年１団体上限10万円までということで、空気清浄機や
パーティション・消毒液・お弁当容器・買い物袋、そういった費用
に充てることができるました。

　子ども食堂って言っていますが、利用者の方は子どもだけで
はなく、子どもの保護者の方も一緒にくることもあれば、地域の高
齢者の方も利用していて誰でも来て構いません。そこに行くと必
ずだれかはいて、独りぼっちにはならないという居場所、貧困対
策ではなくて居場所づくりという側面が子ども食堂なのかなとい
うところです。
　子ども食堂への支援の状況ですが、ネットワークを立ち上げた
令和元年度は登録している運営団体は８団体でしたが、令和４
年度では２倍の16団体になっています。最終的には１小学校区
に１子ども食堂ができるようにしたい。せめて１中学校区に１つに
したいというのが、私どもこども政策課の願いであります。令和３
年度から商品券だけではなくて現金での寄付も受け付けられる
ように制度を整えました。現金での寄付ができるようになると、地
方公共団体に対する寄付にあたりますので、法人税とか個人の
所得税・住民税への控除対象になり、寄付する方にとっても節
税のメリットがあります。令和３年10月から現金での寄付を受付
開始致しましたところ令和３年度は100万円を超える現金の寄
付を頂くことができました。昨年度は更に商品券やお金の寄付
だけではなくて、市内の企業から野菜や果物を定期的に提供頂
いたり、フランスパンやドーナツ・ハンバーグ等のたくさんの食材・
食品を定期的にご提供頂けるところも出てくるようになりました。
子ども食堂って貧困対策ではなくて、高齢者や子育て中の親御
さん、あとは若者が地域のコミュニティと繋がれる。そういった共
生社会を実現するための一つのツールなんじゃないかと言えると
思います。皆さんのロータリーには奉仕という言葉が出てきます
が、それは当たり前に昔の日本はできていたんだと思います。子
ども食堂は可能性が無限にある、皆さんの中のイメージが変わっ
て関心を持って頂けたら幸いです。今後とも子ども食堂の取り組
みを皆様どうぞ宜しくお願い致します。

〒963‒8005  郡山市清水台 2‒5‒3

有限会社 銀座美容室
代表取締役 池　田　達　哉

☎ 932‒1171　　932‒1194

〒963‒8014 郡山市虎丸町2‒11
郡山虎丸町第一生命ビル３階

福島テレビ 株式会社
郡山総支社長 鈴　木　　稔

☎ 931‒8000　　934‒4832

　５月15日の第２回麻雀大会ですが、１時半に王庁集合で宜し
くお願い致します。６月21日㈫に郡山ゴルフクラブで親睦ゴルフ
コンペを開催します。スタートが９時45分、集合が９時15分です。
是非今年度最後のゴルフですので、奮ってご応募頂ければと思
います。

親睦活動委員会報告
二瓶健一 委員長

　4日／佐藤尚宏君　　7日／林　誠君
　9日／武居厚志君、伊藤清郷君
13日／大山勇起君
15日／池田達哉君、青木　誠君
16日／宮川卓也君　17日／宮川雄次君
18日／阿部和博君　30日／七海重貴君

5月誕生日祝い

　4日／小林良一君　12日／二瓶健一君
15日／湯浅大郎君　24日／太田健三君
30日／阿部充正君

5月結婚記念日祝い

「YEG2022年活動方針について」
郡山商工会議所青年部（YEG）会長
　エムタス企画代表　松本秀樹氏

次 回 第30回例会
令和4年5月26日㈭
ゲスト卓話


