
 

 

  

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆ お客様  

草加あおはる食堂 新井江美様 佐藤利器様         

◆ 会長あいさつ        二階堂祐司会長 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                     

   幹事報告       SAA 鈴木 努会員 
 今日は佐々木幹事が欠席のため、報告させていた

だきます。 

職業奉仕部門の講演会が開かれます。 

日 時  6月 2日 15：15～ 

場 所  ロイヤルパインズホテル大宮 ４階  

テーマ  次世代のエネルギー問題 

ご興味のある方はお声掛けください。 

会 長：二階堂祐司 

幹 事：佐々木一男 

 

例会日：毎週火曜日 19:00～20:00 
例会場：草加市文化会館 
事務局：草加市青柳 8-56-21 
    TEL/FAX 048-967-5315 
    PC：sokamatsubara@abelia.ocn.ne.jp 

国際ロータリー第 2770地区第 9グループ 

草 加 松 原 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ  

４月２６日の例会記録 

 

 

ロータリーで予防接種と言えば「ポリオ」になると思いま

すが、今はコロナが非常に流行っておりますので、予

防接種の知識を高めていただいて、皆さんに支援でき

るような形を取って下さいと RIからのお願いです。 

 今日は「草加あおはる食堂」の新井さんと佐藤さんが

みえておりますけど、いま日本に「子ども食堂」は 6・

7000 位あるそうです。元々始まりは 2012 年東京都大

田区にある「気まぐれ八百屋だんだん」の店主であった

近藤博子さんが作ったのが始まりだそうです。丁度 10

年くらい前です。なぜ始めたのかと言うと、近所に朝食

や晩ご飯など食べられない子どもが多くいた！その子

達を何とかしてあげたいとはじめたのがきっかけだそう

です。やはり社会の隠れた、目に見えない貧困を何と

かしてあげたいという人たちが集まって、10 年前から

始まった活動があっという間に何千と言う事になってい

る。子ども食堂にとって何が一番大切なのかは、地域

とのコミュニケーションが一番大切ということで、私ども

草加松原ＲＣもできる限り「草加あおはる食堂」さんを

支援していきたいと思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４７５回 例会 ５月１０日 草加市文化会館 

２０２１‐２２年度 国際ロータリーのテーマ 奉仕しようみんなの人生を豊かにするため

に 

 

 皆さんこんばんは、先週の土曜日、加藤会員も一緒

でしたが「草加せんべい物語」という映画を中央公民

館で観てきました。副題に「いけだ屋の家族の愛のス

トーリー」と言う事になっておりまして、ドラマぽいのか

と思っていたのですが、どちらかと言うとドキュメンタリ

ータッチで、長谷部さんもちらっと出ておりました。 

センジャーさんと言うモンゴルの方が監督をやってお

りまして、制作顧問として齋藤幸子さん、主役はいけ

だ屋さんが舞台ですね！いけだ屋さんに期待してい

ますと言いましたらあまり期待されても困るといってお

りましたが、非常によくできた映画でした。やはり仲間

が出ているということで内容はともかく、見入ってしま

い１時間あっという間に過ぎてしまいました。終わって

から監督のセンジャーさんがモンゴルの楽器「馬頭

琴」の演奏も良かったです。 

今週４月２４日～３０日は、ロータリーでは「世界予防

接種習慣」になっております。予防接種ツールキット

があるのですが、MyRotary から取れると思います

が、その中には動画やソーシャルメディア、イベント資

料などのツールが９つあります。皆さんそれを使って

ぜひこの機会に予防接種の認識を高めていただきた

いと言う事です。 

 

＊＊本日のプログラム ＊＊ 

開会点鐘                 会長挨拶 
君が代斉唱                    幹事報告 
ロータリーソング       委員会報告 
ロータリーの目的         ＳＡＡ報告 
四つのテスト                 出席報告 
お客様紹介              閉会点鐘 

 誕生祝・結婚祝・ロータリー情報 



 
 
 

                                                    代表 新井江美様 

                 こんばんは、「草加あおはる食堂」代表の新井と申します。よろしくお願いいた
します。本日は草加松原ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞさんの貴重なお時間をいただき「草加あおは

る食堂」の令和年度の実績報告書の機会をいただきりがとうございます。 

                      また、昨年度多額の財政支援をいただきましたこと、心よりお礼申し上げます

ありがとうございました。 

                      令和３年度の実績報告をさせていただきます。総会前で収支報告がまだでき

ておりませんので後日書面にてご報告させていただきます。 

                    令和３年度の調理実績はグラフの通りです。 

 

 ≪令和 3年度調理数実績≫ 

月 4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

提供食数 136 191 168 176 174 215 204 174 147 180 211 186 

子ども 69 130 81 85 84 117 105 87 77 105 108 99 

        総提供数 2,162食 内子ども 1,147食（高校生までの子どもの数） 

1回平均で 180食、内子どもの数は 95食となります。 

昨年度もコロナ禍の影響が強く、提供体制としてはイベントで紙芝居をやった時だけ若干の方は体育館で食べ

ていかれましたが、他は全てお弁当形式での提供です。 

当初は、地域の色々な方にお越しいただき、新たなコミュニティの場を作ることを目的としておりましたが、長引

くコロナ禍で当初の目的は達成できていません。参加者の割合は、約 3分の 1程度の方が、就学援助や児童扶

養手当受給世帯や母子世帯の方で、何らかの問題を抱えていることを拝察されます。他３分の２程度の方は、土

曜日の開催のため、お子さんの野球やサッカー等の習い事の帰りなど、夕飯を作ることが大変と感じている方が

買って行かれるようです。とはいえ子ども食堂は、子育て世代の一助となれば主催側といたしましてもうれしく思い

ます。運営スタッフとしては、開始当初の川柳中 PTAや子ども会のママ達を中心に地域の民生委員のお母さま方

や草加市社会福祉協議会からのご紹介の方にお手伝いをいただいています。また、配膳などで川柳中の生徒に

もお手伝いをしていただいております。 

≪メニューについて≫ 

 第 10回 ４月 キーマカレー    第 16回 10月 ビー フカレー 

 第 11回 5月 生姜焼き丼     第 17回 11月 餃子中華弁当 

 第 12回 6月 焼肉丼        第 18回 12月 チキン炊き込みご飯 

 第 13回 7月 鰻丼         第 19回  1月 チキンソテー 

 第 14回 8月 牛丼         第 20回 2月 キーマカレー 

 第 15回 9月 牛鳥丼        第 21回 3月 3色丼 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼肉丼と鰻丼は、農林水産省からの支援で、コロナ禍で行き先を失った高級食材を全国の子ども食堂で使って貰

おうという取り組みで各企業様が出資をして、高級食材を買って各地の子ども食堂へと言う事で、普段子ども食堂

では使用できない国産牛だったり、鹿児島産の高級鰻がお届き、参加者も大喜びでした。お弁当の引き渡しだけ

では味気ないので、昨年は何回かイベントも開催させていただきました。草加松原ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ様にもご協力いた

だきましたクリスマスや紙芝居士の方に紙芝居を上演していただいたり、ハロウィンなど企画しました。いずれのイ

ベントも好評でしたので、今年度もイベント開催月を設けています。 

 

                            

                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、今年度は埼玉県社会福祉協議会のご支援をいただき、毎回学習支援もいたしました。正式名称は「一般社団法人彩の国

子ども若者支援ネットワーク」の中の「アスポート学習支援」と言う部門です。県のサポートで、元教員の方や教職をお持ちの方

にお越しいただき、中学生を中心に毎回5名～8名程度の子どもの学習支援を行っていただきました。 

≪協力団体≫ 

草加松原ロータリークラブ様をはじめ、県子ども食堂ネットワークなどと情報共有をし、各企業様から支援物資の申し込みなど行

っています。また、昨年度途中よりコロナ禍での子ども支援、子育て世帯への支援の一環として会場使用料が減免となりまし

た。それまでは何度もお願いをしてもゼロにはなら図、会場使用料が年間数万円掛っていたのでその分を食事に回すことができ

るようになりました。農林水産省や各企業様よりご支援をいただいた物品の一部です。このほかにも IKEA様やスーパーゼンエ

ー様など沢山の皆様に物資や食材のご支援をいただいております。市や国への陳情を通して衆議院議員の黄川田さんも３回、

浅井市長も２回視察とお手伝いに来てくださいました。また３月の開催時には黄川田さんを通して子どもの貧困対策や子どもの

今後の子ども家庭庁立ち上げに携わる内閣府の参事官がお見えになり、現状の課題などについて懇談の場を設けていただき

ました。  

 令和４年度の予定は、４月２３日先週の土曜日に第１回目を開催し、今後は毎月第４土曜日で予定をしております。 

また、８月、１０月１２月、３月にイベントを行いたいと思います。今後の課題といたしましては、各種ご支援をいただくことにより運

営にも余裕が持てるようになってきたことで、冒頭述べましたように、生活にご不安を抱えている就学援助世帯や児童扶養受給

者世帯の方などの参加料の無償化を検討しています。また、コロナ禍も落ち着いてきた中で当初の目的である地域の新たな居

場所作りへ向けて取り組んで行かれたらと思っております。今後とも草加松原ロータリークラブの皆様にはご支援とご助言をお

願い申し上げます。以上令和３年度活動報告とさせていただきます。ありがとうございました。 

Q＆A                           回答者   佐藤利器顧問    新井江美代表 

Q  草加市議会の方では子ども食堂に対してどのようにとらえていますか？ 

A  議会の方では何人か議会で取り上げたり、代表質問等でも市の子ども支援の対策と言う事で取り上げてはいるのですが、今

のところは、施設の使用料の減免等だけで、市が積極的に関わるような体制作りは整っていないと言うところです。  

  市の「子ども未来部」と言うところで、子ども政策課を中心に今後このような支援が必要なご家庭、また子ども達の居場所作り

ということで取り組んで行く予定となっております。 

Q  市内には何か所くらいありますか？ 

A  市内には現在８か所の子ども食堂がございます。私たちがコロナ禍の中の２年前の７月にオープンをして、その後に市役所

の近くにできました。 

  今様本陣近くの方達が高齢者の方を中心に野菜を育てていらっしゃり、その育てた野菜を各子ども食堂にお配りしましょうと

いう活動が今年の春から始まりました。 

Q１２月にお手伝いに参加した時なのですが、名簿を見たら、青柳など地元の人たちより遠くから来ている人が多かったように感

じましたが、ターゲットは草加市全域ですか？ 

A 草加あおはる食堂は特に区切っておりませんのでどこからいらしても良いことになっています。 

  地元は８割程度、青柳・柿木・八幡・弁天・中根あたりの方が多いです。遠い方ですと三郷の方もいらっしゃいます。 

  他の子ども食堂を利用されている方が、開催日が違うのでうちも利用しているという方もいらっしゃいます。そのような方は遠

方から来ていただいています。 

Q 経費としては年間どれくらい掛かっていますか？ 

A まだ決算は終わっていないのですが、昨年令和３年度は、５０万円くらいです。人件費はボランティアです。 

  場所代は草加市から出していただき、お弁当なので食器がとても掛かります。 

Q 草加松原RCは草加高校のJRCクラブと多少交流があります。何かの形で応援（お手伝い）に参加させていただければと思

います。また色々規制はありますが、規制が解けた際には、何か共同で出来たらと思っています。餅つき大会など出来たらと

考えております。状況が許されるようになりましたら声をかけていただけらと思います。 

A ありがとうございます。今中学生の子がお手伝いをしてくれています。お時間に余裕がありましたら、配布などのお手伝いして

いただけたらと思います。 

Q 費用が５０万円くらいかかると言う事ですが、どこから捻出していますか？ 

A 草加あおはる食堂は利用料をいただいております。大人￥３００ 子ども（高校生まで）￥１００いただいております。 

  ３年度は思いがけず利用者の方が多くて、そこで収入を得まして、それを支出に回しているという形です。 

Q 私は勘違いをしていました。経済的な事情があるご家庭だと言う事なので無料で配っているのかと思っていましたが違うので

すね！  

A 市内の子ども食堂では、子ども分の￥１００をいただかずに無料で配っている所もあります。 

Q 支援金が多ければ多いほど良いのですね！ 

A メニューが豊かになります。 

  今日本で「SDGｓ」が流行っていて、世界のあらゆる場所で貧困をなくしましょうと目標が掲げられていて、日本でも１３．５％程

度、７人．８人に１人程度が相対的貧困層になると言われていて、草加も今子ども達の調査をしています。小学校３年生で８％ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月２６日ニコニコBOX 

金額 12,000円 累計 315,000円 

４月２６日  出 席 報 告 

会員総数 32 出席 12 

出席免除  5 ＭＵ  2 

出席適用 27 出席率 51.85 

次年度委員会活動計画について 

                     鈴木 努 次年度幹事 
 次年度の各委員会の委員長さんに「活動計画」の提出をお願

い致します。近日中に加藤次年度会長の「活動方針」と一緒に

依頼書をメールまたは FAX にてご案内いたします。ご多用の

こととは存じますが、提出期限までによろしくお願い致します。 

 
二階堂祐司会長 子ども食堂「あおはる食堂」の新井江美様、佐藤利器様本日は宜しくお願い致します。 
会田小弥太会員 草加あおはる食堂の皆様ようこそ活動報告よろしくお願いします。 
飯山 英彦会員 子ども食堂「あおはる食堂」活動報告ありがとうございました。 
牛山 信康会員 あおはる食堂の新井さん、佐藤さん、ロータリーの例会にようこそいらっしゃいませ！ 
        話は変わりますが、今日のゴルフさんざんでした。疲れました。またまた話は変わりますが、小さな家庭菜

園の畑を休日に耕運機で耕し、そして石灰をまき、今日雨が降って良い畑になりそう。何を植えようかな！ 
加藤 芳隆会員 子ども食堂の皆さん、毎月子ども達に食事の提供お疲れ様です。今日は、卓話宜しくお願いします。 
木村 博行会員 あおはる食堂、新井様、佐藤様ようこそ！卓話よろしくお願いします。 
篠宮 時雄会員 「草加あおはる食堂」様、ようこそ 
鈴木  努会員 今日は“子ども食堂”のお話よろしくお願いします。しかし蒸し暑いですね 
田中 和郎会員 草加あおはる食堂の皆様、活動ご苦労様です。 
富永  悟会員 草加あおはる食堂 新井様、佐藤様本日は卓話をありがとうございます。 
長谷部健一会員 子ども食堂「あおはる食堂」の皆さん、ようこそお越しくださいました。卓話よろしくお願いします。 
山崎 秀美会員 「草加あおはる食堂」の皆様今日はよろしくお願いします。某コンペで優勝しました。 
 

今後のプログラム  
5/17 10周年記念ゴルフコンペに振替（１３日開催） 
5/24 親睦旅行に振替 （22・23日実施） 
6/7  誕生祝・結婚祝        レセプション 
          

 

草加も今子ども達の調査をしています。小学校３年生で８％、中学生で9％程度が相対的貧困であると言われています。 

Q 今ボランティアの人たちで回っているが、行政の問題として取り上げて、老人福祉も重要だけど、子ども福祉も重要だと思い

ので、手当を考えるなどの方向性はありますか？ 

A 日本全国的にそうだと思いますが、高齢者福祉には手厚いですが、子どもの未来、子ども達にかけるお金は、草加市の今年

の一般会計予算では全体の予算は893億8000万程度ですが、そのうち子どもにかけられているお金は9％程度ですのでか

なり薄いです。これから国・自治体を挙げて政策を整えていかなくてはいけないと考えています。  

Q 食堂を利用する人たちはどのような家庭などのデーターを取ることはないのですか？ 

A 受付の際に名前・連絡先をネットで申し込みしていただくのですが、その際に児童扶養手当受給者・就学援助をいただいてい

る方はお申し出ください。お弁当には数に限りがあるので、その分は先に取り置きますと言う事で書かいていただいています 

 それを計算すると何かしら生活に支障をきたしている方が3分の1程度います。 

 二階堂会長があいさつの中で話されていたように、子ども食堂が当初始まったころは、貧困層のお子さんをターゲットに10年

前は始まったようですが、今はどちらかと言うと、貧困層の方達だけ声をかけると、周りから色眼鏡で見られてしまうので、今

は、子ども達の居場所作り、地域の色々な方が寄れる場所と言う事で子ども食堂が広まっているようです。 

色々なことを言ってしまいましたが、新井さんのやられていることは尊いことだと皆は思っています。お金に限りがある。草加松 

原RCはフィリピンへ支援もしています。あの国は、行政が手で救い上げても漏れてしまう谷間にいる人たちがたくさんいるの 

で、そこをロータリアンが行政の足りないところを一生懸命に支援している。それに比べると日本は良い国だと思います。 

ロータリーもできる限りお手伝いさせていただきます。新井さんがんばってね！ 

 

 

   

 

 

                                二階堂祐司会長 
活動報告ありがとうございました。この問題は少子者問題に直結してくる 

と思いますので、佐藤さんには頑張っていただきたいと思っております。 

新井さんの報告を聞いていますと、色々やっていただき素晴らしく、頭が 

下がる思いです。今年の支援金をお渡ししたいと思います。 

今年度も頑張って下さい。 

報告事項               二階堂祐司会長 

 2023‐24 年度のロータリー財団奨学生に応募したいのという申

し出がありました。本来は、理事会で協議することですが、申込

書提出締め切り日が 5月 10日と、間に合わないので、ここでご

報告し、ご承諾をお願い致します。まずは試験に合格することを

祈りたいと思います。よろしくお願いいたします。 


