
皆様、こんにちは。

新型コロナウイルスの影響で、夏の甲子園や夏

祭り、花火等のイベントが軒並み中止となったせ

いか、暑さ以外に夏を感じる要素がなく、何だか

物足りない感じで８月が終わってしまいました。

小さいころ、何度も足を運んでいたとしまえんも

最後に行ってみたかったのですが、新型コロナウ

イルスの影響で入場制限されていたため、結局、

行けずじまいで閉園してしまいました。

今日から９月となりますが、９月は台風シーズ

ンなので、去年の台風15号や19号のような甚大な

被害が起こらないことを切に願います。

さて、本日は前々からご案内しておりますとお

り、とうかつ草の根フードバンクの髙橋様にお越

しいただき、卓話をしていただく予定です。本日

はお忙しい中、お時間を作っていただき、誠にあ

りがとうございます。櫻井年度において、6月に

取り急ぎ、単発の支援をさせていただきましたが、

今年度以降も継続して支援していきたいと思って

おります。今日は、髙橋様のお話を伺って、今後、

当クラブがどのように関わっていけるのかを検討

できればいいなと思います。髙橋様、この後の卓

話、どうぞよろしくお願いいたします。

さて、９月のロータリー月間は、「基本的教育

と識字率向上月間」です。日本の識字率は、ほぼ

１００％で、数百年にわたって世界一を誇ります

ので、あまり、識字率の低さが問題提起されるこ

とはありません。しかし、世界に目を向けると、

簡単な手紙を読み書きできない１５歳以上の人々

が、９億４８００万人に上ると言われております。

ほとんどがアフリカ・アジアの人々で、実に世界

人口の４分の１にあたります。学校が無かったり、

教材や指導者の不足、国の制度が整っていない、

性差別から女性に学問は不要と考えられている、

学習より労働力が求められる等、理由は様々です。

我々が当り前と思っていることが、実は当り前な

ことではないということを常に意識しなければい

けないなと感じます。それは、決して世界に限っ

たことではなく、今日の卓話においてお話いただ

く予定の子ども食堂の問題も、同様の意識が必要

ではないかと思います。

最後となりますが、先日、広報委員からも案内

があったかと思いますが、地区補助金を使用し、

早速、ケニアの診療施設の補修工事がスタートし

ました。これから、グロー

バル補助金によるケニア

プロジェクトが本格的に

動き出します。奇しくも、

アフリカのポリオ根絶の

宣言と同時期となりまし

たので、これは、このプ

ロジェクト成功を後押し

してくれているのではな

いかと感じております。

以上、本日の挨拶とさ

せていただきます。
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浅野 繁 浅野 了 麻生修平 荒木知太朗 池田 孝
井畑和士 今井 昇 大内 啓 岡田尚子 片岡達生
小髙 潔 小林義和 小林 亘 斎藤由紀 櫻井好美
神 正臣 關口和行 髙橋 薫 竹村隆一郎 妻島不三二
鴇田和之 戸部謹爾 友野俊政 中島恵里 仲原一郎
猫田岳治 服部秀雄 福田理佳 古谷桂子 宮 寛
森 秀樹 森 三枝 八木和男 山川真哉 山口修代

山崎康弘 山本昭彦 吉川末満 米谷昌紀
ゲスト／髙橋 亮 様 張 暁芳 様

欠席者 出席者 出席免除者

委員会報告

社会奉仕委員長 小林義和会員

今年度も引き続き、とうかつ草の根フードバンクを支
援していきますので、よろしくお願いします。

●アフリカ地域の野生ポリオ根絶認定について

●ガバナー公式訪問について（１０月６日）

●９月７日 ＲＬＩパートⅢ
参加予定：髙橋薫会員、森三枝会員

●９月１２日 ロータリー財団セミナー
参加予定：浅野会長、竹村幹事、戸部委員長

●ロータリー情報ハンドブックが２０２０年６月に
改訂されました（購入希望者は事務局まで）

●櫻井年度Ｒ財団寄付領収書を配布しました

●上期会費納入期限、７月末となっています

●９月ロータリーレート 1ドル＝１０６円

今後の予定
９月 ８日(火) 任意休会

９月１５日(火) 通常例会 クラブ協議会 ＡＧ訪問

９月２２日(火) 祝日休会

９月２９日(火) 理事会のみ

例会出席報告

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１ 真実かどうか
２ みんなに公平か
３ 好意と友情を深めるか
４ みんなのためになるかどうか

例会欠席の場合は、前週金曜日までに

必ず事務局へ連絡をお願いします。

（ ＴＥＬ／ＦＡＸ／Ｅ－ｍａｉｌ／ＬＩＮＥ ）

本日の卓話

とうかつ草の根フードバンク
髙橋 亮 事務局長

『社会奉仕委員会』主催に
よる卓話です。
「Ｗｉｔｈコロナ時代の子ども
食堂とフードバンク」という
テーマで、お話いただきまし
た。

幹事報告

国際奉仕委員長 岡田尚子会員

地区補助金を無事にケニアに送金し、現地で着工
式が行われました。グローバル補助金についても財
団から質問状が届いてます。

例会日 会員数 出席 出席率に用いる数 ％

９月１日 ３９ ２６ ４ ７４．３

場所：れいたくキャンパスプラザ B会場

米山記念奨学会カウンセラー 猫田岳治会員

今年度の奨学生の張さんは、とても優秀な方です。
是非、張さんとコミュニケーションをとってください。

本日のゲスト

髙橋 亮様

（とうかつ草の根フードバンク）

お祝い事

会員誕生日 斎藤由紀 中島恵里 山川真哉

ご家族誕生日 岡田尚子 友野俊政 森三枝

アニバーサリー 森秀樹 山川真哉

張 暁芳様（米山奨学生）

ワンコイン ９月１日 ５，７１０円
ニコニコ 累計 ３３，８０７円

ＲＬＩ実行委員会委員

委嘱状授与

大内啓会員

斎藤由紀会員

ＲＬＩパートⅡ

修了証授与
髙橋薫会員
森三枝会員


