
司 会 中川 会場監督  点 鐘 西村 会長 

国歌斉唱／ロータリーソング 

ロータリーの目的 朗読／四つのテスト 唱和 

ゲスト  

オタヤこども食堂 田辺 恵子 氏 

富山第三分区 ガバナー補佐 村谷 正芳氏 

米山奨学生 デサリー ナヌシ君 

幹事ゲスト 

日本曹達㈱高岡工場 執行役員工場長  

渡辺 敦夫 氏 

会長挨拶／報告 
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■階出席表彰 塩崎 有克君〔33 年〕 

前川 俊朗君〔25 年〕 

花田 修一君〔22 年〕 

西村 博邦君〔22 年〕 

北村 耕作君〔2 年〕 

岡本 一剛君〔2 年〕 

  千田 祐司君〔1 年〕 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

■米山奨学生 ナヌシ君に奨学金を渡す…一言 

幹事報告    

■配布⇒ロータリーの友／ガバナー月信 各５月号 

委員会報告 

■ロータリーの友 5 月号紹介…加茂委員長 

■ライオンズ対抗ゴルフコンペ大会結果…大川委員長 

村谷ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐／17-18 年度も残り少なくなりました。

次年度への準備で忙しいと思います。本日は今年度

事業の聞き取りに決ました。宜しくお願いします。 

西村会長／昨日のライオンズ対抗ゴルフコンペの勝利

おめでとうございます。谷道さんには感謝いたしま

す。私の年度も利長公シンポジウムが無事終了し、

村谷ガバナー補佐の訪問をうけ、いよいよゴールが

近づきました。本日はオタヤこども食堂の田辺恵子

さんによる卓話です。よろしくお願いいたします。 

伏江副会長／オタヤこども食堂 田辺さん卓話よろし

くお願いします。5/9 高岡 LC、高岡 RC 対抗ゴルフ

大会にて見事五連覇達成！選手として貢献された 5

人のメンバーその中でダブル優勝された谷道さんに

心から感謝です。大川親睦委員長、ご苦労様でした。 

竹中幹事／村谷ガバナー補佐、日本曹達渡辺さん、米

山奨学生ナヌシ君をゲストにお迎えして。本日の卓

話はオタヤこども食堂の田辺さん。どうぞよろしく

お願いします。先般の西村年度のメイン事業、利長

公シンポジウムでは皆さんお疲れさまでした。おか

げさまで大勢の方にご参加いただき好評であったと

思います。山口地域発展委員長を始めお世話いただ

きました皆さん、ありがとうございました。また、

昨日開催のライオンズクラブ対抗ゴルフ大会では、

高岡ロータリーの 5 連勝、また谷道さんのダブル優

勝と華々しい結果を出すことができました。参加い

ただいた皆さん、お疲れさまでした。私ごとではあ

りますが、GW にセブンサミッツの一つ、アフリカ

大陸最高峰キリマンジャロ、標高 5,895 メートルに

登ってきました。山頂付近は空気が薄くて思った以

上に大変でしたが登頂できた時の感動はひとしおで

した。山頂から見た人類発祥の地の美しい夜明けを

ご覧ください。 

本多君／本日、田辺さんの卓話楽しみにしております。

元気で活躍してください。合掌。 

津嶋君／旧知の村谷ガバナー補佐をお迎え致しました。

大歓迎です。 

藤田君／田辺様、村谷様ようこそ高岡 RC にお越しく

ださいました。本日どうぞ宜しくお願いします。感

謝。 

牧野君／田辺恵子様、本日の卓話よろしくお願い致し

ます。 

中村君／いつも野村商工振興会でお世話になっている

田辺さんの来訪を歓迎して。日曜の願い道駅伝でも

お世話になります！ 

吉岡君／田辺恵子様、ようこそ高岡 RC へお越しくだ

さいました。本日の卓話楽しみにしております。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

谷道君／ロータリー、ライオンズ対抗戦並びに親睦ゴ

ルフ大会で W 優勝させていただきました。 

大川君／昨日、対抗ゴルフ多数のご参加いただき有難

うございました。お陰様で団体戦の勝利。個人戦に

おいても谷道さんが優勝され最高であります。感

謝！本日、途中退席します。 

吉田君／昨日のライオンズとロータリーのゴルフ対抗

戦 5 連覇を達成しました。際どい勝負だったので嬉
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しさも倍増でした。感謝。ニューオータニ高岡「都

万麻」で平日限定ですが、料理長がカウンターに出

てその場で調理するカウンターランチ「なごみ」を

始めました。ホテル一押しのリーズナブルなランチ

です。是非一度お試しください。その他詳細はテー

ブルに配布のチラシをご覧ください。 

山本（毅）君／KNB に憲法改正問題を取り上げてもら

いました。 

高岡信用金庫専務理事 吉岡君・高岡信用金庫非常勤 

理事 室崎君／5/7（月）NHK の「鶴瓶の家族に乾杯」

に高岡市が取りあげられ、高岡信用金庫東部支店の

女子職員と「重要伝統的建造物群保存地区」の山町

筋にある黒漆喰の本店が放映されました。感謝！感

謝！ 

石崎君／今年も高岡に訪れる人々が増えることを願い

4/29～5/1 の 3 日間「国宝瑞龍寺 春のライトアップ

と門前市」を開催。今回、山門の屋根の葺き替え工

事の足場シートを巨大スクリーンに見立てスケール

アップしたプロジェクションマッピングで映像演出

を実施しました。12,000 人の来場者に楽しんでいた

だきました。天候にも恵まれ無事終了いたしました。

これも高岡ロータリークラブ及びメンバー企業の厚

い厚い感謝があってこそ、本当に心より感謝申し上

げます。 

浅野（浩）君／少し前ですが 4/15 のロータリークラブ

のゴルフコンペでハンディにめぐまれ優勝しました。

ありがとうございました。また本日は所用のため早

退いたします。 

大島君／前回、誕生祝い有難うございました。4/23 に

初孫（男）が無事に生まれました。 

塩崎（有）君／33 年の皆出席表彰を戴きました。あと

何年続くかなあ？ 

花田君／皆出席祝いをいただきまして有難うございま

した。 

千田君／皆出席お祝い有難うございました。 

本間・谷道・才高・塩崎（吉）・吉岡・山口・駒澤・陸

田君／4 番テーブル皆出席です。 

若野君／早退させていただきます。 

岡本（欣）君／スミマセン。今日、早退させていただ

きます。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

本日のプログラム 

  卓 話 

「 こども食堂の現状 」 

      田辺 恵子 

 

 

 

【設立の経緯】 

 近年、親が忙しく一緒に食卓を囲めない等、様々な

原因で孤食の子どもたちが増えている。生まれ育った

環境によって、教育の機会が得られずに将来の可能性

が閉ざされてしまう子供たちや、健やかな成長を育む

ための衣食住が 十分確保されていない子供たちがい

ます。民生委員である時に聞いたこと、独り親、夜の

仕事 低学年の時に 300～500 円を渡されて外で帰り

を待つ。見かねて近所の人が食事をさせてくれたりす

るが、いつまでも続かない。虐待が始まり、階段から

突き落とされて大けがをした。児童相談所、施設、病

院等で治療。完治して改めて親のところへ帰るか、ど

うするかと確認したら「ここにいたい。なぜなら温か

いご飯がたべられるから」と言いった。私たちは来て

くれている子供や、親御さんご家族に関しての聞き取

りや詮索は一切していません。なぜならこども食堂と

いうことで貧困が先に来ると、来ている子は貧しいと

か、困っている人が来ているとか、思わせてしまうと

誰もが来てくれないと思うので。 

地球の宝物である子どもたちに、安心して楽しく食事

ができる時間とこころのゆとりを持ってもらいたいと

の思いから、平成 28 年 2 月、有志 8 名が集まり、県内

で初めて、高岡市中心部にオープンした。 

【活動内容】 

・とき：毎月第 2・第 4 土曜日 12 時～15 時 

・対象：高校生以下(無料)、同伴の大人(300 円) 

・場所：御旅屋セリオ 6 階（2016 年 10 月より） 

・受付：事前予約は不要 

・食事の準備：１回あたり 60 食を用意 現在は 150 

 食 

・食材の提供：当初は、食材等はメンバーが持ち寄っ

ていたが、最近は、農家等からお米や野菜が提供さ

れることもある。様々な方々からのご支援を頂ける

ようになった。寄付等の支援も頂ける。 

【活動の成果】 

子どもが 1 人で食事をする「孤食」を減らすとともに、

経済的理由で充分食べられない子どもに、栄養バラン

スのとれた食事を提供している。また、高校生がボラ

ンティアとして手伝っている。さらに、育児の悩みを

相談する等、親同士の交流の場となっている。 

 

 

 

出席報告  7／1 期初 74 名（内名誉会員 2 名） 

 

正会員／73 名 出席免除者／2 名（本日出席 1 名） 

本日の出席率／91.6％  戦線界の出席率／100％ 



開催日…2018／5／9  

開催場所…高岡カントリークラブ 

表彰式…錦州 

参加者…高岡 LC10 名   高岡 RC…19 名 

 

団体の部 

【 団体戦成績 】 

優勝 高岡 RC  367.6 

次勝 高岡 LC  369.2 

 

 

個人の部 

優勝 谷道 伸也（高岡 RC）41／41／82／10.8／71.2 

次勝 吉田 雅弘（高岡 RC）45／44／89／16.8／72.2 

３位 出村 康夫（高岡 LC）47／45／92／19.2／72.8 

 

 

 

優勝 谷道 伸也 41／41／82／10.8／71.2 

次勝 山口 洋祐 43／47／90／16.8／73.2 

３位 永田 義邦 54／50／104／30.0／74.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1526813746/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5zdGF5bGUuanAveWFtYW5ha2Frby9ibG9nLyVFMyU4MiVBRiVFMyU4MyVBOSVFMyU4MyU4MyVFMyU4MiVBQiVFMyU4MyVCQy5qcGc-/RS=^ADBx5gmp2yAtyx9ARroU92U3WkXhKg-;_ylt=A2RCKw.xAgBbN1oA_AuU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1526813746/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5zdGF5bGUuanAveWFtYW5ha2Frby9ibG9nLyVFMyU4MiVBRiVFMyU4MyVBOSVFMyU4MyU4MyVFMyU4MiVBQiVFMyU4MyVCQy5qcGc-/RS=^ADBx5gmp2yAtyx9ARroU92U3WkXhKg-;_ylt=A2RCKw.xAgBbN1oA_AuU3uV7

