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／会長挨拶 ：石黒隆夫会長                 
 

 皆さんこんにちは。本日は、久し

ぶりに外部卓話です。新潟県フー

ドバンク連絡協議会から小林さん

にお越しいただきました。最近 

フードバンクという言葉をよく聞

くようになり来年度の社会奉仕事

業にも関係しますので、今日は勉

強させていただきます。そして、本日は更に久しぶ

りに３名のオブザーバーにお越しいただきました。

本来であれば円卓で親睦を深めながら会食できた

のですがこのような形ですので北クラブの楽しい

雰囲気が伝わりづらく残念です。仕事や人生におい

て必ずプラスになりますので是非入会して仲間に

なりましょう。 

 今日は、私が２５年前に北クラブからもらった目

録を持ってきました。内容は三条北ロータリークラ

ブ創立１０周年の記念事業の奉仕として三条市吹

奏楽団に５０万円を寄贈するという内容です。味方

会長と山上 10 周年実行委員長の名前があります。

当時私が三条市吹奏楽団の団長を務めていました 

ので１０周年記念式典での式典音楽を演奏させていただき３０代の私が例会で卓話をしました。５０

万円も寄付するって凄いことですが三条市吹奏楽団もそれなりの実績がありました。吹奏楽コンクー

ルというのがありまして新潟県大会を２位以内で通過し東京を除く関東８県による関東大会で２位以

内に入り関東代表として全国大会に出場して１位を獲得しました。野球で例えると社会人野球の都市

対抗野球大会の東京ドームで優勝したとほぼ同じです。その功績により新潟日報文化賞と三条市から

文化賞をいただいています。 
 

／幹 事 報 告： 本田芳久幹事                                             

・佐藤ガバナーより、｢地区大会決議案の投票結果について｣ 

大会決議(案)｢決議第 1号｣～｢決議第 10号｣について全会一致で賛成により承認 

・日本のロータリー100周年を祝う会より、 

｢100周年を祝う会記念式典・祝賀会オンライン視聴のご案内(無観客開催)について｣ 

・三条ローターアクトクラブより｢5月第二例会のご案内｣ 

日時：5月 27日(木)19：30～21：00 会場：三条燕地域リサーチコア 

・三条あおぞら会より、｢総会のご案内｣  日時：6月 12日(土)13：30～15：30 

会場：青空福祉会交流室  記念講和 ひめさゆり法律事務所 弁護士 石川佳代様(市長奥様) 

例会日 ２０２１．５．１８ №１６２４ 

 

会 長 ： 石 黒 隆 夫  幹 事 ： 本 田 芳 久  Ｓ Ａ Ａ ： 中 原 尚 彦 

◆本 日 の 行 事：｢青少年奉仕月間｣ 

◆本 日 の 出 席：５６名中３５名 

◆先々回の出席率：５６名中４５名 80.36％ 

（前々年同期 72.41％） 

◆本日のゲスト： 

新潟県フードバンク連絡協議会  

事務局長 小林 淳 様 

◆本日のオブザーバー： 

(株)野崎プレス 代表取締役 野崎喜嗣 様 

(株)高又製作所 代表取締役 高橋暢雄 様 

小林製鋏 (株 ) 代表取締役 小林伸行 様 

◆先週のメークアップ(敬称略)：  

5/13 加茂ＲＣ 田中耕太郎 

 

＊本日の配布書類等 

・ガバナー月信 4 月号(閲覧) 

・週報 No.１６２３ 

｢ロータリーは機会の扉を開く｣   

｢ロータリーで良いことをしよう｣  

｢ 親 睦 を 深 め よ う ｣  

 No.36
●例会日：火曜日 １２：３０～１３：３０  ●例会場：三条ロイヤルホテル ℡ 0256-34-8111 

三条北ロータリークラブ週報 
 ＲＩ：ホルガー・クナーク会長  

第 2560 地区：佐藤真ガバナー  

三条北 RC：石黒隆夫会長     

事務局：三条市本町 3-5-25 三条ロイヤルホテル内  TEL 0256-35-7160 / FAX 0256-35-7488 

ＨＰ：http://www.sanjo-nrc.org 
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●４千万円達成クラブ 感謝状  

 

米山記念奨学会より三条北 RCへ 

寄付累計額４千万円達成に対し 

表彰されました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

羽賀 一真 君 フードバンク小林淳様、今日はよろしくお願いします。 

星野 義男 君 新しい社長の入会を祈念して!!財団に協力します。 

早川 瀧雄 君 入会予定者の皆様、待っていました。是非宜しくお願いします。 

   

中原 尚彦 君 フードバンク連絡協議会 小林淳様、本日はようこそ三条北 RCへ。 

卓話よろしくお願いします。 

羽賀 一真 君 フードバンク小林淳様、本日はありがとうございます。 

米山 忠俊 君 ＢＯＸに協力。 

渕岡 茂 君 協力します。 

武田 恒夫 君 小林淳様、卓話ありがとうございます。 

外山 裕一 君 ＢＯＸに協力。 

野崎さん、高橋さん、小林さん、ようこそ。入会お待ちしています。 

石黒 隆夫 君 新潟県フードバンク連絡協議会 小林様、本日はようこそ三条北ロータリー 

クラブへ。卓話よろしくお願い致します。オブザーバー出席の野崎さん、 

高橋さん、小林さん、本日は忙しい所出席ありがとうございました。 

石川 友意 君 小林事務局長の卓話に感謝して!!オブザーバーの野崎さん、高橋さん、小林さんを歓迎して。 

羽賀 一真 君 僕の同級生である小林淳様、本日はようこそおいでくださいました。小林様は本当にいろんなこと

を手がけている素晴らしい方です。是非、三条北ＲＣに入会してください！ 

武田 恒夫 君 小林様、卓話ありがとうございます。 

本田 芳久 君 小林淳様、本日は卓話よろしくお願いいたします。 

中原 尚彦 君 本日のオブザーバー、野崎喜嗣様、高橋暢雄様、小林伸行様、三条北ＲＣへようこそ！ 

渡辺 徹 君 小林さん、野崎さん、高橋さん、ようこそ北クラブへ。 

石川 一昭 君 本日のお客様、新入会員予定の皆様どうぞ北ＲＣの雰囲気をお楽しみ下さい。 

入会お待ちしております。本日の卓話小林様宜しくお願い致します。 

森  宏 君 先週ワクチン２回目打ちましたが。局所が痛いだけで、発熱等はありませんでした。 

言われているように、２回目は特に若い人を中心に発熱・倦怠感がみられています。 

花井 知之 君 協力いたします。 

福岡 信行 君 ＢＯＸに協力。 

落合 益夫 君 ＢＯＸに協力。 

佐藤 義英 君 ＢＯＸに協力!! 

田中耕太郎 君 ＢＯＸに協力。 

岡田 大介 君 協力。 

１８日現在累計  ２０１，０００円 

ロータリー財団 BOX 

１８日現在累計  ２４０，０００円 

米 山 奨 学 B O X  

１８日現在累計  ９５９，０００円 

ス マ イ ル B O X  

B O X  

米山記念奨学会 感謝状  
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・本 日 の行 事 ： ｢青少年奉仕月間｣                                                
 

講師紹介：次年度 社会奉仕委員長 武田恒夫 会員 
 

本日は新潟県フードバンク連絡協議会 事務局長の小林様から卓話をいただきます。 

次年度社会奉仕のメイン活動として、コロナ禍においてひとり親家庭が増えているとい

う状況の中、ひとり親家庭や児童扶養手当の一部または全額支給家庭に対し、食料品など

様々なものをお届けしたいという思いで「ひとり親家庭への子どもの未来応援プロジェク

ト」と題し、小林様にご相談させていただいております。 

現在、こちらの団体は、ボランティア活動の一環として無報酬で活動されていることもお聞きしており

ます。子ども達の困窮した現状をご理解頂きながら、次年度の社会奉仕活動に結び付けていただき、皆様

の参加をお願いしたいと思います。では、小林様よろしくお願いします。 

 

新型コロナ緊急対策 子どもの未来応援プロジェクト 

～ ひとり親家庭生活困窮世帯の子どもと家族 ～ 

新潟県フードバンク連絡協議会 活動報告書 
 

新潟県フードバンク連絡協議会 事務局長 小林 淳 様 
 

フードバンク連携の緊急対策 

 昨年 3 月以降、新型ウイルス感染症拡大防止対

策の影響による社会経済活動の停滞に伴い、失業

や減収といった経済的な打撃は、非正規雇用の割

合が多く相対的貧困下にあるひとり親家庭におい

ては特に甚大なものとなりました。 

 加えて、学校の休業や社会交流活動の自粛によ

って長時間の在宅生活を余儀なくされ、自由に外

出ができないストレスや将来への不安感が募り、

抑鬱や孤独感などで心身のバランスを崩す女性や

子どもが急増しました。 

 そこで、急激に経済的・社会的困窮状態に陥り、

日常生活が失われた頼り先の少ないひとり親家庭

の子どもと家族に対し食品や衛生用品の緊急支援

に取り組むため、県内のフードバンクが連携し「新

潟県フードバンク連絡協議会」を 4月に発足。「新

型コロナ緊急対策 子どもの未来応援プロジェク

ト」を立ち上げ、5月より活動を開始しました。 

 組織を発足しプロジェクトを立ち上げたとはい

え、活動に必要な「ヒト・モノ・カネ」はゼロです。

そこで、フードバンクに加え「子どもの貧困」に現

場で正対している子ども食堂やおやこ劇場など地

域コミュニティや NPO の有志が集まり、毎日お米

や野菜などの食品を持ち寄り、活動資金を持ち寄

り、必要なものを周りから借り集めながら支援活

動をスタートしました。 

 プロジェクトの事務局をフードバンクにいがた

の事務局がある三条市市民活動支援センターに設

置するとともに、県域から寄せられる救援物資を

集積。電話やメールなどで支援申込の連絡が入る

都度、ボランティアスタッフが戸別訪問したり、

遠方には宅配便で発送したりして、迅速に対応し

ていきました。 

 SOS を受け食品配達に訪問したご家庭からは、

「収入回復の見通しが立たず、今後の生活費や子

どもの学費を考えると今はわずかな出費もできず、

先ず食費を切り詰めるしかない。」、「お金が掛かる

外出を控えることで、子どももずっと家に居なけ

ればならず、強いストレスで夜なかなか寝付けな

い。」などの声を多くお聴きしました。 

ひとり親家庭 厳しい「現実」 

 当会に寄せられたお手紙のうち、母親からの  

2通、子どもからの 1通を紹介します。 

 

「先日、TV で知り、初めて支援して頂きました。

5／8 午前中に TEL して、午後にはダンボールに入

りきらないほど食材をいただきました。中には温か

い手紙まで入っていました。すごくすごくうれしか

ったです。コロナの影響で仕事がほとんどなく、経

済的にかなり心配していましたが、「いつでも力に

なります！」と言っていただき、１人ではないと本

当に気持ちがラクになりました。冷蔵庫はパンパン

になり、子供と２人で食べきれるかな？とうれしい

悲鳴です（笑）何より子供の笑顔がうれしかった。

外にも出れず、好きな物も買ってあげられなかった

ので．．．。本当にありがとうございました。」 
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親の心情 子の心情 

｢子どもがおかわりを欲しがっても出してあげら

れるものがなく、お腹いっぱいに食べさせてあげ

られないことが本当に辛い･･･。」 

｢この春、大学に上げたばかりの子どもを中退させ、

家計を支えるため新潟に呼び戻して就職してもら

った。」 

｢部活を辞めてもらった。」 

｢来春の進学をあきらめてもらった。」 

｢子どもに多くのことをあきらめさせてしまっ

た･･･。私は親失格ですね･･･。」 

と懊悩する母親の涙を、日々目の当たりにします。

仕事を失ったとか収入が減ったとか自分のことよ

り、子どもの心身や将来を案じて辛い思いをされ

ているお話ばかりお聴きします。 

 また、困窮するひとり親家庭で育った子どもか

らも、次の様なお気持を聴かせてもらいました。 

｢母親がダブルワークしていても大変な経済苦で、

家賃や学費など毎月お金の遣り繰りに窮している

時に、子どもとして考えていることは、部活をし

たい素振りを見せないこと、勉強を頑張らないこ

と、将来の夢を持たないこと。 

 母親をこれ以上働かせる様な負担をかけたくな

い。部活や塾や友達と遊びに行きたいなど、お金

のかかることを話して、親がそういう子どもの望

みを叶えてあげられない辛い思いをさせたくない。

大学や専門学校に進学するようなお金のかかる子

どもには成れない。」 

 頼り先もなく経済的に困窮するひとり親家庭の

子どもは、小学生の時から「自己選別」を行い、他

の子と同じような学用品や生活用品、部活や塾、

外食や旅行など、母親を困らせる様な色々なこと

を次々と諦めていくことで、自己実現に向かう気

持ちを圧し殺し家族を守っている。というお話で

した。 

あしながサンタ X'masケーキ 1000プロジェクト 

 このプロジェクトに

取り組むきっかけとな

ったのは、あるご家

庭に食品をお届けし

た際、 

「もう何年も、子どもた

ちの誕生日にさえケ

ーキもプレゼントも買

ってあげられない状

態で、親として子ども

たちに何もしてあげら

れない悔しさと申し訳

なさでいっぱいで

す．．．。」 

とのお話をお聴きし

たことでした。 

 一方、昨年 7 月以降、特に子育て世代の若い女

性や子どもの心身への影響は深刻で、産後うつや

自殺者が急増し、更に失業率も上昇する中、春先

に失職した方々の失業保険が切れて来て、先行き

の見えない不安を抱えたまま、年末に向けさらな

る状況の悪化が懸念されました。 

「先日は沢山のお米や野菜・食品をご寄贈くださり

本当にありがとうございました。 

私一人のお給料・手当てでの生活は苦しいもので

す。学費や家賃、公共料金などは毎月必ずかかって

しまいますので、どこかを削るとなると食費や娯楽

費などです。食費は本当にかつかつでしたので、今

回食品のご寄贈が本当にありがたく、届いた時涙が

出ました。何が欲しい？と聞かれたら、本当に食品

です。はねだしのお野菜など農家さんでないかなぁ

とかいつも考えています（笑）ひとりで３人の子供

を育てるというのは、そう簡単ではなく、周りの

方々のこうしたご支援、本当に感謝しております。」 

 

「今回、あんなにたくさんの食材を送ってくだ

さりありがとうございました。私は今、音楽の先

生という将来の夢を持って、高校で頑張っていま

す。 母には高校に行くため、引っ越すのにお金

をたくさんかけさせてしまい、冷蔵庫が空になっ

てしまうことも何度かありました。なので、今回

送っていただけて、本当にありがたかったです。

おいしく食べさせていただきます。この感謝を忘

れずに、これから頑張りたいと思います。本当に

ありがとうございました。」 
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 また、支援先のご家庭でも、親を自殺で亡くし

たり、子どもを亡くしたり、精神疾患で入院した

り、学校に行けなくなったりと、強いストレスを

抱える生活状況は悪化の一途をたどっている事を

肌身で感じました。 

そこで当会では、困窮するひとり親家庭がひと

きわ世間との格差を感じるクリスマスに、親子の

団らんを彩る華やかなホールケーキをお届けする

ことで、子どもや家族に少しでも笑顔とエールを

届けたいと願い、新しいプロジェクトに取り組む

ことにしました。 

All for one ～みんなは一つの目的のために～ 

あしながサンタX'masケーキ 1000プロジェクト活動報告  

【あしながサンタさんへ】 

 この度は当プロジェクトに対し、全国より大変多くの

ご支援をいただき誠にありがとうございました。志金だ

けでなく、応援コメントやクリスマスメッセージカードな

ど、私どもも、ひとり親家庭のおやこみなさま方も、大

変励まされました。 

 今回、新潟県内のひとり親家庭の子どもたちに対し、

クリスマスケーキを約 2,200 世帯に贈ることができまし

た。あしながサンタさんからのプレゼントを受け取られ

たご家庭からも、大変多くの丁寧なお礼のメッセージ

やケーキを囲んだステキな写真をご返信いただきまし

た。 以下に、あしながサンタさんに届いたメッセージ

の一部をご紹介します。 

 

子どもの未来応援プロジェクトの継続 

 活動開始から 1 年間で、当会の支援を直接・間

接的に受けられた県域のひとり親家庭は 3,500 世

帯を超え、食品の支援量は県域で 200 トン（社会

的インパクト評価で使用する 1kg600 円で換算す

ると食品 1億 2千万円相当）にのぼります。 

 今尚、日々新規のお申し込みを受け続けており、

長引く新型ウイルス禍の影響により日常生活が失

われているご家庭がまだまだ増えていることを実

感しています。また、子どもの未来への深刻なダ

メージが、自傷や自殺、虐待や犯罪に巻き込まれ

る件数上昇などをみても一層懸念されています。 

 全ての子どもは社会的弱者です。「どの子も大切

にされなければならない。ひとりの例外もなく。」

という理念に対し、「本当に“ひとりの例外もなく” 

と云えるのか。」という問いに、私ども大人が真摯

に向き合い、日々寄せられる悲痛な叫びに今後と

もみなさま方とともに寄り添い、誰ひとり取り残

されることの無い社会の実現に向け活動を継続し

て参ります。 

 食を通じて子どもの命や育ちを支え、子どもと

家族の心に寄り添い、子どもの未来を応援する当

活動に対し、今後とも特段のお力添えを賜ります

よう宜しくお願い申し上げます。 

活動を支える志金 

 毎月約 1,500世帯へ無償提供する約 20トンの食

品や運送費等の慢性的な不足を補うため、志金提

供による活動維持のご協力をお願い致します。 

▼寄付金振込口座 

新潟県労働金庫(2965)／三条支店(345)／普通  

No.５７２８６９３ 

名義 ニイガタケンフードバンクレンラクキョウギカイ 

活動を支える救援物資 

食品は消費期限がまだあればどんなものでも受入

れ可能です。また、ベビー用品・学用品、衛生用品・

生活用品、生活家電、自家用車などもあわせて受

け入れています。また、食品や支援物資を保管す

る倉庫の無償提供や、運搬に使用する車両のご寄

付も随時受け付けております。 

▼寄贈食品等送付先 

新潟県フードバンク連絡協議会 

〒955-0861 新潟県三条市北新保 1-20-18 

Tel&Fax  0256-34-8960 

 

▼クリスマス生ケーキ              ありがとうございます

m(__)m 

娘と一緒に苺を楽しくデコレーションして最高の

Xmas を過ごせました！ 

娘もめちゃくちゃ喜んでいて、その姿を見れる母

としては最高のクリスマスプレゼントでした！ 

皆様に本当に感謝しています。ありがとうござい

ます m(__)m 

▼クリスマスケーキの当選券届きました！ありが

とうございました。 

主人が亡くなって初めての、クリスマス、去年と

は違うクリスマスですが、子供達と楽しみます！

ありがとうございましたぁ！ 
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行事予定（第４分区内ＲＣ） 
 

★上記以外ＲＣ 火曜日 分水・田上あじさい 木曜日 見附   

日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 4 5 

   三条北 RC 三条 RC 三条東 RC  吉田 RC   

   クラブ休会  ｢会員卓話｣ 

関 義実会員 

｢クラブフォーラム｣ 

燕 RC｢創立６０周年

式典リハーサル｣ 

加茂 RC｢外部卓話｣ 

巻 RC通常例会 

｢早朝例会｣ 

本町公会堂 

6：30 

 

6 7 8 9 10 11 12 
  三条南 RC 三条北 RC 三条 RC 三条東 RC 吉田 RC  

  ｢クラブフォーラム｣ 

平松修之 

会長エレクト 

｢ﾌｧｲﾔｰｻｲﾄﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

報告会｣ 

石川一昭 

会長エレクト  

｢クラブフォーラム｣ 

歸山肇会長ｴﾚｸﾄ 

｢クラブフォーラム｣ 

燕 RC｢創立６０周年

式典リハーサル｣ 

加茂 RC｢外部卓話｣ 

巻 RC通常例会 

休会 

(ｳｨﾙｽ感染予防の

ため)  

 

13 14 15 16 17 18 19 
  三条南 RC 三条北 RC 三条 RC 三条東 RC  吉田 RC   

｢クラブフォーラム｣ 

平松修之 

会長エレクト  

｢ﾌｧｲﾔｰｻｲﾄﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

報告会｣ 

石川一昭 

会長エレクト  

｢一年を振り返って｣  

野崎会長・渡辺幹事 

｢一年を振り返って｣ 

燕 RC｢移動例会｣ 

加茂 RC 

｢会長幹事慰労会｣ 

巻 RC通常例会 

｢会員卓話｣ 

宮路弘行会員 
  

 

20 21 22 23 24 25 26 
  三条南 RC 三条北 RC 三条 RC 三条東 RC 吉田 RC    
  ｢会長幹事慰労会｣ 

(予定) 

｢今年度を 

振り返って｣ 

石黒隆夫会長 

｢会長幹事慰労会｣ 

(予定) 

｢会長幹事慰労会｣  

燕 RC｢新旧役員交

替慰労会｣ 

加茂 RC｢今年度総括｣  

巻 RC 

｢会長幹事慰労会｣ 

通常例会 

27 28 29 30     
三条南 RC 三条北 RC 三条 RC     
クラブ休会  ｢会長幹事 SAA 

慰労会｣ 

会場：餞心亭おゝ乃 

クラブ休会     

記帳受付 １１日(金) 吉 田 RC 燕市吉田産業会館（10：00～15：00） 

 １７日(木) 加 茂 RC 加茂市産業センター 

 ２２日(火) 分 水 RC 新潟大栄信用組合本店（11：00～14：00） 

 ２４日(木) 三条東 RC 三条ロイヤルホテル 

 ２８日(月) 三条南 RC 三条信用金庫本店 

 ２９日(火) 三条北 RC 三条ロイヤルホテル 

 ３０日(水) 三 条 RC 三条信用金庫本店 

地区予定 ６月１２日 燕ＲＣ創立６０周年記念式典 燕三条ワシントンホテル 

６月１９日 第４分区Ｉ・Ｍ 燕市吉田産業会館 

6 月 

６月８日から 

開会点鐘１２：３０会食例会の予定ですが、

改めて皆様へご連絡いたします。 


