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黒 磯 ロ ータ リ ー ク ラ ブ 会 報 
会  長：村山  茂  幹  事：植竹  一裕 
事務局：(株)植竹虎太商店内 植竹  一裕 
   〒325-0056  那須塩原市本町 6-34 
   TEL:0287-62-1123・FAX:0287-63-9228 
   E-mail: k.uetake@coral.plala.or.jp 

   例  会：毎週水曜日 12:30 – 13:30 
       割烹石山  那須塩原市本町 5-5 
 

第2770回 村山年度 第36回 会報 2017 4-5 司会 石山桂子君 

欠席の場合は当日 9 時 30 分までに次のいずれかにご連絡を。電話 62-0128、FAX62-1076 （以上石山桂子） 
                          メール  qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp 

出席報告  出席委員会  安藤讓治君 （出席規定の免除会員数5名） 

例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU 数 修正出席率 

本日 4月 5日 38(5) 30(3) 8(2) 83.3% 

前回 3月22日 38(5) 26(2) 12(3) 74.3% 7人 94.3% 

 とちぎボランティアネットワーク 
フードバンク大田原 代表 實寿夫様 

 (株）栃木銀行 黒磯支店 
支店長  薄孝明様 

 さて、本日は4月最初の例会ということで、RI月間
地区行事「母子の健康」についてお話しいたしま
す。世界で毎年、5歳未満で命を落とす子どもは、
推定で590万人おり、その原因は栄養失調、適切
な医療や衛生設備の欠如などで、どれも対応可能
なものばかりです。すべての母子が質の高い医療
を受けられるよう、出産で命を落とす母親がいなく
なり、子どもがすくすくと成長できるように、私たち
は支援活動を続けて行かなくてはなりません。 
 ロータリーでは、教育、予防接種、出産キット、移
動クリニックなど、あらゆる方法で母子の健康を推
進しています。また、女性を対象に、HIV母子感染
の予防、母乳による授乳、病気の予防に関する教
育も行っています。 
【ロータリーによる活動例】 

 皆様、今日は。去る3月27日に発生いたしました、
那須岳雪崩事故による犠牲者並びにそのご家族
の皆様に対しまして、心からお悔み申し上げます。
地元の高等学校の生徒さんと教諭が犠牲になると
いう、何とも痛ましい事故で、言葉もございません。
そして、黒磯クラブと長年のお付き合いがある那須
山岳救助隊の皆様にとっても、誠に残念としか言 

いようのない事故ではなかったかと推察するところ
です。実は私も、中学生の時にあの付近で、ス
キーをしているときに雪崩に巻き込まれたことがあ
りました。流されているときは羽毛の中のようなふわ
ふわとした感触ですが、流れが止まると一瞬でコン
クリートで固められたような、一切身動きができない
状態になります。私の場合は、幸いに近くに人が
いたので事なきを得ましたが、救助される間、また
雪崩が起きたら終わりだなと考えたことを覚えてお
ります。心からご冥福をお祈りいたします。 

1 

mailto:m2550@agate.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp


○出産前ケアの移動クリニック 
 ハイチは、西半球で母子の死亡率が最も高い国。
医療ボランティアと助産師が僻地に住む母子に医
療ケアを提供できるよう、医療機器を搭載したジー
プを寄贈。 
○可動式がん検診支援 
 インドにおける、可動式のがん検診機器一式の
提供と認識向上を目的とした研修を実施。 
○産科ろう孔の治療 
 自宅出産を安全に行うため、ロータリー会員が
300万ドルを投入して5年間の試験的プロジェクトを
開始した。このプロジェクトでは、2005年以来、産
科ろう孔で苦しむ女性たちの尊厳と希望を取り戻
すために、当初の目標を500人上回る1500人の治
療を行った。 
 以上、世界における母子の健康に関するロータ
リーの活動状況を述べてまいりましたが、足元の地
域社会においても、事情は違いますが経済的な理
由等から、貧困児童問題がございます。昨年、西
那須野ロータリークラブの活動が新聞報道されま
した。また、当クラブの会員からも指摘がございまし
たので、私なりに調べましたところ、一クラスに2～3
名の割合でそれに該当する児童が見受けられる
場合があるとのお話を伺いました。給食費の支払
いが滞る、運動着が購入できない、遠足等への不
参加等という中でその存在が認められるとのことで
した。 
 そして、この問題の深刻なところは、その実態を
正確に把握し対応する行政部門がないところです。
児童教育を担う学校は、その状況の把握はできま
すが、問題への対処機能はありません。そしてこの
問題はプライバシーに関わりますので、行政内で
の情報共有も滞り、結果として放置されたままに
なっている。最低限のセイフティーネットが整備さ
れていないのが実態のようであります。このことに
ついて黒磯クラブとして何ができるのか。どうすべ
きか、今後の検討課題になり得る重要な問題と考
えております。 
 以上、本日は、今月のRI月間行事である「母子
の健康」と当地域における同問題についてお話し
させていただきました。なお、本日の卓話は、出席
委員会の担当ですが、急遽、外来卓話として「や
まのてこども食堂」の實寿夫様よりお話しをいただ
くことになりましたので、皆様のご了承をお願いす
るとともに、図らずも関連したお話しが伺えるかもし
れませんので、拝聴させていただきたいと考えて
おります。 
以上で本日のご挨拶といたします。ご清聴有難う
ございました。 

 社団法人被害者支援センターとちぎより「セン
ターニュースNo23」と「証(AKASHI)」2017年版
が届いております。ただいま回覧中です。 

 国際交流協会より、総会開催通知が届きました。
大島三千三国際奉仕委員長にお渡ししました。 

 翌々週4月19日例会終了後、定款・細則委員
会を開催致します。担当委員の皆さまお残り下
さい。 

 例会終了後村山年度第14回理事・役員会を開
催致します。理事・役員の皆さまお残りください。 

 荒井昌一副会長が3月21日より、那須脳神経
外科病院に入院されております。本日会長・幹
事でお見舞いに行ってきます。 

第36回幹事報告です。 
 ガバナー事務所より4月度のロータリーレートの

連絡が入りました。1＄=116円となります。 

 4月度のロータリーリソース並びに出版物の案
内と第2550地区親善野球大会開催案内が届き
ました。併せて回覧しております。 

 本日は担当である荒井副会長が欠席ですので、
私が委員会報告を申し受けます。報告のある委員
会は挙手願います。 

委員会報告 髙木茂副会長 

 次年度幹事 稲垣政一君 
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 次期髙木茂年度幹事の稲垣です。4月19日(水）
に第1回理事役員会を開催致します。開始時間は
午後6時30分、場所は石山を予定しています。 
 詳細につきましてはメール並びにFAXで後日連
絡いたします。 

 社会奉仕委員会 委員長 室井次男君 

 社会奉仕委員会からお知らせ致します。今月22
日土曜日、足尾で植樹祭が開催されます。青少年
奉仕委員会とタイアップし、また黒磯高校インター
アクトクラブと連携を取り合って参加したいと思いま
す。 
 会員の皆様には本日出欠の回覧を致しておりま
すので印を押して頂ければと思います。 
 予定としては足尾の集合時間が早いので、朝7時
30分に此処石山を出発したいと思います。宜しく
お願い致します。 

 親睦委員会 委員長 吉光寺政雄君 

 親睦委員会の吉光寺でございます。来週4月12
日は夜間例会(花見）となっております。夜間例会
となりますので、お昼にこちらに来ないよう、お気を
付けください。 
 こちら石山さんで6時30分点鐘となります。どうぞ
よろしくお願い致します。 

 ゴルフ愛好会 会長 大森貞男君 

 ゴルフ愛好会からご連絡申し上げたいと思います。
4月9日（日）那須黒羽ゴルフクラブで現在11名の
出席でございます。まだ空きがございますので、ど
うぞ奮って参加お願い申し上げます。組み合わせ
は決まっており、9時20分集合、スタートは10時でご
ざいます。参加を申し込まれている方は遅れないよ
うにご集合下さい。宜しくお願い申し上げます。 

 また2550地区第1グループのゴルフ大会が、いよ
いよ5月10日那須ゴルフ倶楽部で開催されます。
大変すばらしいゴルフ場です。参加申し込みを回
覧していますのでご記入お願いします。 

津久井誠二君 

鳥 居 輝 一 君 本日4月5日が誕生日です。
とうとう後期高齢者になっ
てしまいました。 

相 馬 征 志 君 やっと春が来ました。 

稲 垣 政 一 君 誕生祝ありがとうございま
す。 

津久井誠二君 誕生祝ありがとうございま
す。 
 

鈴 木 久 雄 君 結婚祝いありがとうござい
ます。 

佐 藤 博 君 室井菜園塾に入校しました。 

瀬 尾 紀 夫 君 春といえば桜、桜といえば
競馬の桜花賞です。 

出席委員会委員長 安藤讓治君 

 出席委員会の安藤です。和食と健康に関する活
動をしており、普段から食に関して危機感を持っ
ておりました。また食の面から子供の健康に対して
も関心がありました。 
 大田原中央やまのて食堂にて支援されていると
報告がありまして、是非、子供の健康に対して、ま 3 



 生活困窮者支援にいて 
相対的貧困率 
 全体で16.1 % 子どもで16.3 % 大人が一人の
「子どもがいる現役世帯」で54.6 %  
【貧困率の長期的動向：国民生活基礎調査
1985～2012 を用いて 最先新（2013 年調査）】 

「相対的貧困率」：所得中値央の一定割合50% 
が一般的。いわゆる貧「困線」）を下回る所得し
か得ていない者の割合。（平成25年国民生活
基礎調査の貧困線（所得の正規分布中央値の
50% ）は122 万円） 

 あるのに、見えない問題 
• なぜ、 「あるのに、見えない（見ていない）」の

か？ 
先進国と言われる日本では、約20,000万人の
方が、貧困線以下で暮らしています。そして、
日本の子どもの6人に1 人が、十分な食事や医
療を受けられない貧困にあります。しかし「私の
周りには見かけません」「昔から貧乏はあった
じゃないか」などと言う言葉が返ってくる。まさに
「あるのに見えない貧困」 

• 背景 
① 政府・自治体が実態調査をせず、結果として

隠されていた。 
② セルフネグイレクト（自己放任）⇒周囲に対す

る「遠慮や気兼ね」「プライド」「恥ずかしさ」「い
やな経験」 「病気」などで、支援を求めない。 

• 貧困率の公表 
2009年。やっとのことで「子どもの貧困対策推
進法」ができたものの、生活保護受給世帯や、
児童手当受給世帯以外の「ボーダーライン層」
を含めた実態調査はされていない。 

• 沖縄県の調査 
✤ 2016年3月、国内初の給与の支給実態や

社会保障給付にまで踏み込んだ調査を実
施し発表した。 

✤ 29.9%の子ども---------平均可処分所得
の半分以下の相対的貧困状態にある。 

✤ 43%の世帯-----------必要な食料が買え
なかったことがある世帯。 

• 栃木県では 
26～27年に下野新聞の貧困報道により、実態
が明らかになってきた。その後、各県で実態調
査がなされるようになって、より具体的な相対
的貧困問題が報道されるようになってきている。 

 それなのに…食品ロス？ 
1. 「食品ロス」捨てられる食品は年間に632万ト

ン、1人が毎日茶碗一杯分約136gを食べられ
るのに捨てている。 

平成27年度の日本の米の生産量・・・744万ト
ン（24年度は860万トン）、これに匹敵する「食
品ロス」の量です。 

日本国内での年間食品廃棄量・・・2,800万ト
ン（農林水産庁）。この内、本来なら食べれた
はずの食品632万トンが売れ残りや期限切れ、
食べ残しなどの理由で廃棄されるのが「食品
ロス」。世界の食糧援助量約320万トンのほぼ
2 倍に当たる。 

食品自給率・・・39% （カロリーベースH27年 

た支援等についてお話し頂ければと、今日、栃木
ボランティアネットワークフードバンク大田原で子ど
も食堂に携わっております、實寿夫様にお願いし
たところです。では宜しくお願いします。 

とちぎボランティアネットワーク 
フードバンク大田原 代表 實寿夫様 
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3. 食品ロス削減の工夫 
食材を「買い過ぎず」「使い切る」「食べ切る」 
• 安いからといって買い過ぎない。在庫を忘れて

買ってしまうことから使い切れず腐敗れさせる。 
• 冷蔵庫の使い方もひと工夫。温度と保存場所

在上手に活用する。 
• 多めに作って余った料理の冷凍保管、使い切

れなかった肉・野菜の保管と早めの活用 
 「消費期限」 と「賞味期限」の違いを理解する。 
• 「消費期限」：食べても安全な期限。品質の劣

化の早い食品に表示。これを超えたものは食べ
ない方が安全。年月日で表示する。⇒弁当類、
パン、生めん、総菜、ケーキ、低温殺菌牛乳な
ど 

• 「賞味期限」 ：おいしく食べられる期限。品質の
劣化が遅い食品に表示。期限を超えても食べ
られる食品なので五感で個別に判断する。3ヶ
月を超えるものは年月で表示し、3か月以内の
ものは年月日で表示する。⇒スナック菓子、カッ
プ麺、缶詰、レトルト食品、ハム・ソーセージ、卵、 

 フードバンクとは？ 
 食品廃棄（フードロス）を抑制するために、食
品を再循環させる活動のことで、皆様からのご
寄付によって支えられています。 
 食品を無償で預り無償で配るところに意義が
あります。 
 賞味期限にまだ余裕のある食品をご寄付いた
だき、個人や施設にお届けします。個人の対象
は、生活困窮者支援が目的です。 

• 認定NPO法人「とちぎボランティアネットワーク
（Vネット）のフードバンク活動 
 2012年（H24年） 認定NPO法人「とちぎボラン
ティアネットワーク（Vネット）」が2HJの指導により
「フードバンク宇都宮」として活動を開始。 
 2014年（H26年）Vネットの指導のもと県北の
活動拠点として「フードバンク大田原」が活動を
開始。 
 2015年（H27年）以降「フードバンク鳥山」
「フードバンク日光」 「フードバンク鹿沼」が活動
を開始。 
 食品取扱量：2016年度フードバンク宇都宮・
大田原で、延べ400人（団体）から約8,000kgの
食品の寄付をいただき、約140の生活困窮世帯
と県内30カ所の福祉施設などに食品を届けまし
た。 

• フードバンク大田原：県北3市町（那須町、那須
塩原市、大田原市）にまたがって活動をしてい
ます。 
※上記の他、社会福祉協議会、民間ボランティ
ア団体などが活動している市町、地域がありま
す。 

 フードドライブとは⇒企業から食品を集める活
動です。 

• どこに届ければいいの： 
⇒ 身近な所では、県北3市町の社会福祉協議

会の本所・支所の窓口（常時受け付け） 
⇒ とちぎVネット県北事務所 大田原市山の手

1-9-10 

度）、大半を輸入に頼りながら、大量に捨てら
れています。 

2. 「食品ロス」はどこで発生する 約半数は家庭
から 

 「食べる」ことに関係する様々な場所から発生
する食品ロスは年間約330万トン 

• 食品メーカー（卸、流通）：定番カット食品、期
限を超えた食品の返品、製造過程で発生す
る表示ミス、運搬時の破損 など 

• 小売店：新商品販売や規格変更により店頭
から撤去された食品。期限を超えたなどの在
庫品など 

• 飲食店：客が食べ残した料理、客に提供でき
なかった仕込み済みの食材 など 

• コンビニ：過剰な加工、過剰仕入れ、販売ノ
ルマと期限過ぎなど 

• 学校（企業）給食用調理施設：過剰な仕入れ、
調理時の過剰な加工、食べ残しなど 

家庭からは食品ロス全体の約半数の年間約
302万トン。 

• 食材別：野菜、調理加工品、果実類、魚介類
など生ごみの中に手つかずの食品が2割含ま
れ、その内の25%は賞味期限前に捨てられて
いる。 

• 廃棄した理由： 
① 鮮度の低下、腐敗、カビ発生 
② 消費期限・賞味期限が過ぎた 
③ 色や匂い等で食品の安全性に不安を感じた 
④ 中途半端に余ったため（調理時の野菜の過

剰な皮剥き、肉の脂身の取り除きなど） 
⑤ 食べ残し、冷蔵庫で期限を超えた、災害備

蓄品の保管期限を超えたなど 
⇒期限を「忘れていた」ことによる廃棄が多い 

超高温殺菌牛乳など ※対面販売品、包装容
器に入れずに販売した場合を除く。 

外食時の食べ残しを防ぐ 
• 予想外に多い、嫌いな食材が含まれていたな

ど⇒持ち帰りが可能か、お店に確認する。 （ド
ギー・バッグの普及） 

4. 食品ロスを減らす取組 
見切り・値引き販売⇒メーカ一、卸、小売店で

は品質上の問題がないことを消費者に説明して、
売り切る取組。 

 フードバンク活動⇒期限が間近の食品や規格
外品の有効活用 
1960年代にアメリカで始まった活動で、日本で
は2002からMPO法人「セカンドハーベスト・ジャ
パン」が本格的に活動を開始。今では全国に
広がっている。（一部農林水産庁H Pより抜粋） 
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⇒ 世代間交流喫茶「いってみっけ」・・・毎週日
曜日10時～16時 

• イベント開催時に持って来ていただく 
⇒ お祭りや地域活動、公民館活動 講座開催

時など2月19日の「消費生活と環境展」では、
約270kgの食品が集まりました。 
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次回例会          平成 29 年 4月12日     担当 親睦委員会 
 

近隣クラブ例会日 
  火曜日  西那須野/いとう屋 0287-36-0028 

近隣クラブ例会日 
  木曜日  大田原/ホテル龍城苑 0287-24-2525 

  木曜日  塩原/塩原カントリークラブ 0287-35-2211   木曜日  那須/ホテルエピナール那須 0287-78-6000 
  木曜日  大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165   金曜日  黒羽/ホテル花月 0287-54-1105 

4月5日欠席(敬称略) 
荒井昌一・遠藤清和・小野安正・黒澤洋一 
戸野俊介・豊田哲司・深町彰・藤﨑善隆 

前回 3月22日分メークアップ(敬称略) 
荒井昌一・鈴木隆子・秋葉秀樹・時庭稔 
髙木慶一・室井次男・安藤讓治 

会報委員会：稲垣政一・鳥居輝一・秋間 忍・髙木慶一・安藤讓治 

 フードバンク大田原 
食料支援についての考え方 

原則：食料に困窮し、お腹を空かしている状態に
有れば⇒無条件で支援する 

面接での聞き取る内容： 
困窮の状況、来所までの経緯、仕事の有無・
意向、住家の状況、家族の状況、病気の有
無など 

⇒ 困窮は一つの理由だけではない。複数の理
由が重なっている事が多い。 

生活扶助受給の有無： 
① 受給有り：食料に困窮した理由を確認 
⇒ 原則今回限りの支援であることを説明 

② 受給無し：家族構成・収入・健康状態・勤労状
態などを確認し食糧支援（複数回） 

⇒ 社協の生活困窮者支援窓口、生活扶助受給
窓口、ハローワーク窓口へ繋ぐ 

③ 生活扶助受給申請拒否者：通勤用の車が必
要などの事情がある 

奨学米の給付： 
① 中高校生のいる母子家庭、父子家庭などに

は奨学米として継続支援を考慮 

② 大学生まで範囲を広げた支援 
課題・施策：食料支援を必要としている人、家
庭に支援が行き届いていない懸念。 

【個人情報】⇒特に母子家庭などは民間団体
では把握が困難であるため、関
係機関は民間の社会資源として
「フードパンク」や「子ども食堂」
の存在を伝える連携施策が必
要。 

  フードバンク大田原と子ども食堂 
 フードバンクの目的は困窮者支援です。ただそ
れを「子ども食堂」で前面に押し出すと、お客さん
がみんな困窮者だと見られてしまいます。その結
果、本当に来て欲しい人たちの足が遠のくことに
なります。「子ども食堂」の要点は孤食、を含めた
「関係性の困窮の救済」も含まれます。なので「地
域の居場所づくり」として多くの方々に参加してい
ただき、みんなで楽しく温かいご飯を食べ、ゆった
りとした雰囲気の中で関係性を築きながらお話を
伺い、困窮者支援につなげていく考え方をしてい
ます。食材は、生鮮食料品は商店から買い求める 

ことが多く、お米や調味料などはフードバンクでご
寄付いただいたものから利用するようにしています。
（食品を受取る段階で「子ども食堂での利用に同
意しますか？」と確認しています。） 
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