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葛飾北斎描く千住より眺望の富士 

東 京 江 北ロー タ リ ークラ ブ  
会長 守屋裕之／会長エレクト 渡邉浩  

幹事 高橋史郎／ 副幹事 影山幸一郎  

会報・ＩＴ委員長 松井元  
 

 

 

 

 

 
「ロータリーの寛容の精神で。 

奉仕をしよう。」 
 

RC会長 

守屋 裕之 

 

 

 

 

 

Rotary 

Opens Opportunities 
 

 RＩ会長 

ホルガ―・クナーク 
 

 

THE ROTARY CLUB OF TOKYO-KOHOKU 

第 2910回  2020年 10月 29日 
 

2020年 10月 22日 第 2909回例会報告 
 
点 鐘  

ロータリーソング 「日も風も星も」 

来 賓  

 ⚫ ゲスト 

藤本剛氏（ゲストスピーカー） 

中川利海氏（同行者） 

金谷正次氏 ガバナー補佐 東京東 

廣田健史氏 ガバナー補佐 東京向島 

奥山惠一氏 東分区幹事 東京東 

⚫ ビジター 

なし 

セ レ モ ニ ー  

 ⚫ なし 

会 長 報 告  

 ⚫ 先般、社会奉仕委員長よりご案内してお

ります、11月 5日（木曜）の「こども食

堂サポートプロジェクト」の贈呈式は当

初は会員の皆様へ参加の有無を確認させ

て頂く予定でしたが、足立区役所より人

数制限がございましたので、理事、役員

の中から関係するメンバーで出席致しま

す。マスコミの取材もございますので、

贈呈式の様子は後日皆様にご覧頂く予定

です。 

 

 

 

幹 事 報 告  

 ⚫ なし 

委 員 会 報 告  

 ⚫ 東分区懇親ゴルフ大会実行委員会…10

月 14日（水曜）の東分区懇親ゴルフ大会

は、当初 36 組 144 名が申込をされてお

りましたが、当日の高速での事故の影響

もあり、キャンセル、欠席者が出たこと

により最終的に 36組 136名が参加され、

無事に怪我等もなく終了することがで

きました。団体戦の結果は１位 江北、 

２位葛飾、３位 臨海となりました。 

また、江北の個人上位者は、芦川君、庄

司君、細沼君、稲吉君、矢島君です。個

人戦の発表および表彰式は来年 3月 8日

のＩＭにて行います。 

地区決勝大会は 11 月 20日（金曜）に武

蔵カントリークラブ豊岡コースです。 

出 席 報 告 会員50名中42名 出席率84％ 

前々回の出席率 96％ 
 
 
 
 
 
 
 

Rotary Rate 105 円 

11月の例会予定 

5日、12日、19日、26日、すべて通常例会に 

変更しました。お間違えないようお願い致します。 



 

 

次週卓話予定 11/5  
「ロータリー平和フェローとして ICUで学ぶ事」 

ロータリー財団平和フェロー 奨学生 

ライ・ユエン・ロイライ氏 

紹介者 ベルマン君 

本日の卓話  

「イニシエーションスピーチ」 

新会員 

芦川隆行氏 

 

ニコニコ（●＾o＾●）ボックス 

⚫ １年 100％祝 

⚫ ご結婚祝  

…岩崎和浩君 

…佐藤保君 芦川君  
⚫ 守屋会長 高橋幹事…秋らしい季節になりま

した。皆さん、体調に気を付けて下さい。本日
の卓話、藤本さん、宜しくお願い致します。 

⚫ ガバナー補佐 金谷正次氏 廣田健史氏 海老
沼君…江北ロータリークラブの皆様、ありがと
うございました。おかげさまで東分区懇親ゴル
フ大会を無事に終ることができました。皆様の
すばらしいチームワークのおかげです。感
謝！！ 

⚫ 樽澤君…細沼さん、三連チャン、ご苦労様です。 
⚫ 樽澤君 守屋君 張替君…ゴルフの優勝おめ

でとうございます。お手伝いのサポートが万全
だったことが良かったと思います。一組だけ写
真を撮り忘れて、後から撮ったことは内緒で
す。ね！！OUT会長 

⚫ 原田君…金谷ガバナー補佐、廣田ガバナー補
佐、海老沼ガバナー補佐、来会有り難うござい
ます。今後のご指導を宜しくお願いします。 

⚫ 羅山君…影山副幹事が BLACKならば、私は GOLD
で。 

⚫ 小林君 張替君 高橋（史）君 稲吉君 渡邉
君 松井君…張さん、美味しいお店ご紹介あり
がとう！ 

⚫ 影山君 渡邉君…先日の東分区のゴルフ大会

の中で矢島大先輩がエイジシュートを達成致

しました。既に何度も達成していますが大きな

大会でとれるのは、やはりすごいです。年取れ

ば取るほど簡単になっていきますね。もはやサ

イボーグです。100歳で 100点を出して頂きた

いです。でももうお祝いはしません。 

⚫ ＳＡＡ団結式参加者一同（鈴木又君 樽澤君 

中山君 高橋史君 加藤君 土屋君 稲吉君 松井

君 高橋秀君 芦川君）…遅ればせながらＳＡ

Ａ団結式、ありがとうございました。対策を十

分行って実施しました。 

⚫ 張替君 中山君 人見君 岩崎君 高橋秀君 

芦川君…影山副幹事、分区のゴルフではだれに

も負けない色の黒さから、さぞかしで大活躍さ

れたのでしょうね。 

⚫ 東分区懇親ゴルフ大会参加者一同（小林君 稲

吉君 矢島君 小出君 庄司君 船木君 中山君 

追分君 高橋史君 細沼君 渡邉君 石渡君 張君 

鈴木又君 松井君 岩崎君 高橋秀君 芦川君）

…金谷さん、廣田さん、海老沼さんの三人のガ

バナー補佐の温かいご指導とご支援で無事に

ホストクラブを務めることが出来ました。小林

実行委員長をはじめ、運営に携わった皆さん、

お疲れ様でした。 

合計 91,000円 累計 962,000円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 22日（木）の卓話

は、Lumen Capital 

Investors Pte Ltd(Singapore

シニアアドバイザー, マ

ーケットヘッド日本、藤

本剛氏より「海外プライ

ベートバンカーに至るま

での半生を語る」という 

演題でアジアで成功している日本企業の現状をは

じめ、日本の銀行と現地財閥の強固な関係の背景、

更にシンガポールの厳格な新型コロナウィルス対

策、そして香港情勢について日本と海外での報道

の視点の違い等、お話しをいただきました。 

藤本氏は日系の生命保険会社に入社され、日系銀

行のアジア支店で新規海外リテール事業の立上げ

に携わられ、現在はシンガポールの投資顧問企業

でエクスターナル・アセットマネージャーとして

ご活躍されています。 

紹介者：プログラム委員会 

ガバナー補佐主催の東分区懇親ゴルフ大会が無

事に終了し、本年度のガバナー補佐金谷正次氏、

廣田健史氏、当クラブ海老沼孝二君三名が揃って

来会いただき、金谷氏にご挨拶を頂きました。 

天候にも恵まれ、お手伝いの方にも大変お世話に

なり誠に有難うございました。当日の朝は高速道

路が事故渋滞する等、不測の事態もございました

が皆様には準備万全で臨んでいただき大会は怪

我もなく無事終了致しました。来年 3月 8日（月

曜）に IM で表彰式がございますので、その際は

ご参加の程宜しくお願い申し上げます。 

 

卓    話 

東分区懇親ゴルフ大会 ご挨拶 



 

 

 

申請から決定までの経過 

2020-21 年度実施の地区補助金事業は、足立

区内こども食堂へのサポートプロジェクト

で、2019年 8月に実施年度の会長幹事が代表

者となり地区ロータリー財団補助金委員会

へ申請書を提出しました。 

その後、同年 11 月、地区補助金委員会で面

接を受けて、審査の上で地区補助金プロジェ

クトとしてロータリー財団本部へ申請が決

定。翌 2020 年 6 月末にロータリー財団本部

より承認の通知を受け、今プロジェクトの実

施が決定しました。 

承認されたプロジェクトは2020-21年度内に

実施し、実施内容、詳細、費用等の完了報告

書に記載し提出。その後、今プロジェクトの

地区補助金からの支援額5,489ドル（592,800

円）がクラブへ支払われます。尚、その他に

掛かる費用は148,200円はクラブ社会奉仕委

員会予算に計上しています。 

※補助金支援希望額は 60 万円を上限とし、

かつプロジェクト総費用予定額の最大 80％

までと定められています。 

 

申請プロジェクト内容 

現在、足立区へ届出している子供食堂は 17、

足立区NPO活動支援センターへ届出している

子供食堂は 2、2020年 2月に新たに届出事業

者となる子供食堂は 4存在している。いずれ

も毎月の事業運営は経済的に余裕がない。RC

が物品の提供を行う事で、事業者は子供に対

して更なるサービス強化が可能となり、弱者

救済をサポート出来る。 

 

プロジェクトでの恩恵 

こども食堂事業者それぞれの収容人数と毎

月の営業日数から計算すると、月間の利用者

数は 920人。一年間でこども食堂を利用する

受益者のべ人数は 11,040人となります。 

2020-21年度 地区補助金事業 

足立区内こども食堂へのサポートプロジェクト 

プロジェクト実施場所 

区内 23 の子供食堂と行政とのパイプ役とな

っている「足立区 NPO活動支援センター」立

ち合いの下、23の事業者に対して支援を実施

する。  

今プロジェクト取り組みの経緯 

2019年春より、足立区社会福祉協議会と数回

の打合せを行った。社協は主に、ボランティ

アする人とボランティアを探す人と行政を

繋ぐ役割を担っており、その支援対象は子供

からお年寄り（非健常者を含む）まで幅広く

奉仕を行っている実態を理解した。それと別

に、区内公立小学校の校長と打合せする機会

を得て、貧困家庭とその子供の問題を目の当

たりにし、同時に足立区 NPO活動支援センタ

ーの紹介を受けた。支援センターは 170の奉

仕事業の NPO団体（任意団体）と行政のパイ

プ役を担っているが、そのうち 14 が子供食

堂活動である。 

我々ロータリアンが子供食堂の事業主体に

なるのは難しいが、これらの事業主体を経済

的にサポートする事で、子供の貧困問題への

手助けをしたいと考えた。 

また同時に、貧困が生まれる状況を我々ロー

タリアンが理解・解析し、貧困を減らすには、

我々は何が出来るかを考える機会も作りた

い。 

 

当プロジェクトの協力団体 

区内のこども食堂事業者と行政のパイプ役

となって活動している「足立区 NPO活動支援

センター」の協力を得て、こども食堂事業者

が欲している支援品目情報を収集した。 

「足立区 NPO活動支援センター」は各々の事

業者の運営上の声や行政から事業者への支

援情報の連絡など、日頃からきめ細やかな活

動をしている。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物品支援対象団体について  

令和 2年 9月 1日時点 

 

【令和 2年度センター登録団体】  

子ども食堂ＭＡＰ掲載団体 +センター登録団体 

順不同「子ども食堂ＭＡＰ」赤字＝MAP未掲載 

 

1. あだち子ども食堂 

2. こども食堂かむかむごはん (Oneシードぽけっ

と ※旧いちかポケットの会 ) 

3. にしいこう子どもひろば (特定非営利活動法

人アフォール ) 

4. あだち子ども食堂たべるば 

5. ポルテ "がきんちょ "地域食堂 ("がきんちょ 

"ファミリー ?ポルテホール連絡協議会？ ) 

6. みらいハウスおうちごはん (子育てスタイル

研究所 )⇒現在連絡つかず 

7. あ★だちっこキッチン (あ★だちっこハウス

実行委員会 ) 

8. 親子食堂 (足立活き活き会 ) 

9. じぃハウス・ばぁばキッチン (社会福祉法人か

らしだね ) 

10. 子ども食堂たんぽぽ (特定非営利活動法人 た

んぽぽ会 ) 

11. 1010キッズ食堂 

12. 東綾瀬 子ども食堂 

13. あやせもりのひろば 

14. ちびっこどんぶりの日 (特定非営利活動法人

スマイル・エジングパー トナ) 

15. "がきんちょ "地域食堂 ("がきんちょ "ファ

ミリー ) 

16. こども食堂ひよ 

17. 千住ファミリーキッチン (足立区民の世代を

繋げる会 ) 

18. 子ども食堂ちゅーりぷ 

19. わいわいひこばえキッチン (特定非営利活動 

法人鼓動) 

20. 子ども食堂ポッポたつの子 

 

【令和 2年度センター未登録団体】 

21. こども食堂「 3つの木」 

22. 仲町ゆめ食堂 

23. 北千住やさい子ども食堂 +千住すてっぷセカ

ンド (一般社団法人ベジモア食育協会 ) 

24. mogmogはうす 

足立区へ届出しているこども食堂は、2020年

4月現在で２３事業者が活動しています。 

各々のこども食堂事業者は、子供達に安全で

安価（場合によっては無償）な食事を提供す

る為、フードドライブの活用や行政の補助金

の支援を頂いているが、経済的な余裕は無

く、更なるサービス強化に踏み込めていな

い。 

また、2020年初頭から始まったコロナ禍の影

響もあり、今まで必要の無かった物資（非接

触体温計導入による食堂環境の安全確保）等

の要望も発生するが、金銭的なゆとりが無い

のが現実である。 

東京江北ロータリークラブは、2020－21年度

の社会奉仕活動として「こども食堂へのサポ

ート」のプロジェクトを取り上げることを決

め、こども食堂事業者を支援する事で、食堂

の利用者である多くの子供達（並びに、その

親）を支援する事が可能になると考える。 

 

 

東京江北ロータリークラブからの支援品目 

・ホットプレート 

・湯沸かしポット 

・キャリーカート 

・非接触体温計 

 

贈呈式について 

日時：2020年 11月 5日（木）16:30  

場所：足立区役所 

足立区内のこども食堂事業者を代表して、

5 つの事業者代表に集まって頂き、支援品

（目録）を贈呈する。足立区長 近藤やよい

氏が贈呈式に参列し謝辞頂戴する予定 

 

記：東京江北ロータリークラブ 

2020-21年度 会長 守屋裕之 

 


