
第１３４１回例会 ５月２１日（金）特別昼食例会      ホテルモリノ 

第１３４２回例会 ６月 ４日（金）会長の日        ホテルモリノ 

第１２４３回例会 ６月１１日（金）クラブフォーラム    ホテルモリノ 

 

 

 

【開会点鐘】蓬田 忠 会長 【S.A.A.】志村 幸男 副委員長 

【例 会 場 】 ホテルモリノ 

【 ソ ン グ 】 ロータリーソング『それでこそロータリー』 

【ゲスト・ビジター紹介】         蓬田 忠 会長 

◆三富 末雄様 第３Gガバナー補佐（川崎高津ＲＣ） 

◆俵 隆典様 〈NPO〉アイゼン 柿生片平こども食堂 理事 

◆伊藤 直人様 〈NPO〉アイゼン 学生スタッフ代表 

◆徐
じ ょ

 菁一
せいいち

 さん 米山奨学生 

◆上田 昌
しょう

行
き

様 圓城寺会員ご友人 

【柿生片平こども食堂へ支援金贈呈】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【会長報告】                      蓬田 忠 会長 

１．ガバナー事務所より、 

〇『2021-22年度ガバナー公式訪問について』と『地区資料

等』が届く。※当クラブの G公式訪問日：１０月２２日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇オンライン ロータリーリーダーシップ研究会卒後コース

開催の案内。6/6（日）9:00～15:00 ※当クラブはなし。 

２.横浜東ロータアクトクラブより、5月第 1例会の案内。 

5月 19日（水） 20:00～21:00  オンライン 

３．Ｒ米山記念奨学会より、“ハイライトよねやま 254 号”のご案内。

４．川崎・しんゆり芸術祭 2021実行委員会より、 

第 5回実行委員会開催の案内。 

6月 16日（水）  18:30～ 麻生区役所 4F 第 1会議室 

【幹事報告】                      川﨑 航 幹事 

★例会変更 

【まん延防止等重点措置 延長に伴う 5月例会中止】 

◎川崎高津ＲＣ ◎川崎宮前ＲＣ ◎川崎鷺沼ＲＣ 

◎川崎マリーンＲＣ ◎横浜南ＲＣ 

【オンライン例会】 ◎川崎中原ＲＣ 

【出席委員会】          円城寺 広明 委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1340回 30 20 10  66.7％ 

1339回 30 19 11 0 63.3％ 

1338回 30 22 8 0 73.3％ 

 

 

 

 ［例会日］第 1・2 金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-953-5111 

［例会日］第 3・4 金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

※第 5 金曜日  休会または移動例会,他 連絡先：川崎麻生ロータリークラブ事務所 TEL：044-951-1322 

第 1340 回 例会記録 2021 年 5 月 14 日（金） S.A.A.委員長 中山 隆弘 

 

川﨑幹事    蓬田会長     三富 G補佐    俵理事 
   

 

 
三富ガバナー補佐より俵理事へ支援金の目録が渡されました。 

  



【各委員会寄付】             

委員会 第 1340回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会    13件 ￥14,000 

ロータリー財団委員会    2件 ￥21,800 

米山記念奨学委員会    2件 ￥23,000 

【ニコニコ委員会 メッセージ】 志村幸男 社会奉仕副委員長 

●お客様 ◇川崎高津RC 第3Gガバナー補佐 三富 末雄様 

【こども食堂へのご支援ご協力ありがとうございます。本日お

世話になります。よろしく】 

●会員  ◇川﨑航幹事【俵様 本日宜しくお願い致します】 

◇大野勉会員【第3Gガバナー補佐三富様ようこそ】 

◇梶俊夫会員【ゴルフ大会お世話様でした】 

◇志村幸男会員【三富ガバナー補佐様贈呈式宜しく】 

◇鈴木憲治会員【子供の家の皆さんようこそ！】 

◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 

◇親松明会員 ◇佐々木範行会員 ◇鈴木昭弘会員 

◇鈴木豊成会員       以上、ご協力ありがとうございました。 

【ロータリー財団委員会 メッセージ】 宇津木 茂夫 委員長 

◇大野勉会員 ◇鈴木憲治会員 ご協力有難うございました。 

【米山記念奨学委員会 メッセージ】   梅澤 馨 委員長 

◇大野勉会員 ◇鈴木憲治会員 ご協力有難うございました。 

【創立 30 周年行事に関して】     大野 勉 実行委員長 

「本日、チャーターメンバーの鈴木憲治

会員、親松会員、佐藤会員、蓬田会員、

さらに長瀬会員と私、次年度会長の鈴

木昭弘会員、幹事の圓城寺会員、と話

し合いの結果、私が30周年実行委員長

に推薦されました。なお式典の日にちは、 

来年 2月 19日(土)です。皆さまのご協力をお願い致します。」 

〈NPO法人〉アイゼン 子ども食堂 について 

理事 俵 隆典 様 

NPO法人アイゼン 

◎設立理由は、障がい者支援で

行おうとしたが、株式会社でも

十分できると判断して法人が塩

付けになっていた。 

◎子ども食堂助成金を取るときに法人が必要となった。 

◎名前を借りるような形でメンバーを集めたが見てみると子育て

支援に最適。 

◎子ども食堂から派生して、子育て支援を増やす。 

◎本業から高齢者支援も入り、ゆりかごからエンディングまでと銘打った。 

◎国の施策である地域包括ケアシステム。川崎市は子育ても入っ

ている。アイゼンと向いている方が同じだと感じる。 

人がやっていることをあまりしません。 

やっていないことを主流にもっていきます。 

・子どもが好き→大学２年で保育士免許を取得 

・多摩区役所で月１回音楽ライブ 

・若年性認知症の支援を共同でしています。 

・障がい者の方のご支援‥‥職場体験、社会復帰をする前。 

・ドッジボール講座→ドッジボールができるようになろう！ 
 

【学生に頼る】 

麻生区など近隣の学

生 約 140名 

アイゼンが頼る学生

→地元の中学校の出 

身者、地元の高校に通う麻生区近隣に住んでいる学生。 

現在、学生が増えすぎています。◎活動場所を貸してください。

◎社会経験を積む場の提供が欲しいです。 
 

【子ども食堂】 

多摩区、麻生区で同

じ日に 10 か所の子ど

も食堂を学生スタッフ

が運営しています。 

麻生区の子ども食堂

の特徴として、貧困で 

はなく子育て支援として掲げれば、シングルマザーや生保の家庭

も利用しやすい。コロナ禍でも色々な場所や学生達の様々なアイ

ディアで行っています。 

各地からも視察に訪れ、地域支援で街づくりにつながりました。 

これからの支援予定も数件ありますが、私たちは、簡単に少しの

支援で地域の連携ができると思っています。 

活動資金は、いろいろなお祭りや催しもので売店を出し、資金を

集めております。また、各種団体からも支援をしていただけるよう

になりましたが、まだまだ乏しい状態です。 
 
〈学生スタッフ代表〉  伊藤 直人様  

麻生区で高校まで育ち、今は都内の大学に

通っています。現在アイゼンで主に活動して

いる学生は約 30名位、HPや SNSを見て興味

を持った学生が来てくれて、子ども食堂から他 

の活動に繋げています。地域の活動は若い人手が足りないという

声を聞きますが、雑務ではなく運営に近い役割ですと興味が出て

継続的に手伝うようになります。地域の一部として頑張っております。 

【四つのテスト】圓城寺広明 会員 【閉会点鐘】蓬田忠 会長                  

【会報委員会】               鈴木 眞一 委員長 

◇文責：長瀬 敏之委員  ◇写真：宇津木 茂夫 委員 

 

 

 

  

  

 

 

   
徐 菁一さん     上田 昌行様      タウンニュースの取材 


