
KUKI R.C. WEEKLY   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

皆様こんにちは。本日も例会にご出席くださいまし

て、誠にありがとうございます。そして、お客様として理

事長の岡安正知様をはじめとする久喜青年会議所

のメンバーの皆様、久喜ロータリークラブの例会によう

こそ。本日は、卓話をよろしくお願いいたします。それ

から小柳巧美様、本日もよくお出でくださいました。こ

れからは、私たちの仲間としてもよろしくお願いいたしま

す。 

 さて彼岸を過ぎまして１０月になりました。田植え

が比較的遅い菖蒲地区では稲刈りも遅く、今さかん

にそれをやっています。稲刈りって見ているだけで、なん

だか懐かしいような気持ちになりますね。やっている人

は大変でしょうが。  

 ところで今日は、メイクアップについて、ちょっと考えて

みたいと思います。これは先日、地区のＲＬＩ研修

に出席した時もらってきた、メークアップカードです。こ

れをどう使うかは、ほ

とん どの皆 さんがご

存知のことと思いま

すが、これに名前を

記入して事務局の

赤沼さんに渡してお

くと、自分が例会を

欠席した時でも出席としてカウントしてくれるということ

です。ロータリークラブには、出席率の算出にあたって

独特の公式があり、メイクアップが使えます。でも、メイ

クアップの使い方を厳密に考えると、いろいろ難しかっ

たり、煩雑なところもないではありません。私はこれから

も、メイクアップを効果的に使うとともに、まずは実質

的な例会出席者の増加に努めていきたいと考えてい

ます。 

 

 

 

会長挨拶：中山登司男 会長 

会長：中山登司男  副会長：夢川善裕  幹事：黒須久雄 

例会日：月 2回木曜日 12:30～13:30 （夜間例会 18:00～） 

例会場：三高サロン 

事務局：〒346-0003久喜市久喜中央 1-5-32 ツジヤビル 3F 

 

１． 開会点鐘 

２． お客様紹介 

３． 会長挨拶  

４． 卓話 

５． 委員会報告 

６． 幹事報告 

７． 出席報告 

８． スマイル報告 

９． 閉会点鐘 

 

例会予告 他 

10月 12日（木）振替 ⇒14日（土）夜間例会（きのえね） 

10月 15日（日）久喜市民まつり 

10月 19日（木）休会 

10月 26日（木）通常例会（三高サロン） 

11月 12日（木）休会 

11月 13日（金）菖蒲産業祭 

ようこそ！久喜青年会議所メンバーの皆様 

お客様紹介 

夢川会長エレクト 
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◎ウム・ヴェルト株式会社  小柳巧美様 

（新会員） 

 

 

 

◎公益社団法人久喜青年会議所 

第 40 代理事長 岡安正知様 

副 理 事 長     竹下  学様 

監 事 鈴木富男様 

40周年特別委員会 

委 員 長 林  欣 也 様 

副 委 員 長 田部井穫人様 

会員拡大推進副室長 

   栁沢弘利様 

まちづくり委員会 中村友彦様 

総務・広報委員長 榎本善久様 

会員拡大推進室長 大島たかふみ様  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「みんなのいえ事業について」       久喜青年会議所第 40代理事長  

            岡安正知 氏 

  

 

我々は２０１３年度から本年度まで、自立と共助を主

軸とした「ビジョン２０１７」を掲げて運動を展開して参りま

した。 

ビジョン２０１７とは、

市民へ自立と共助を促す

事で、「夢や希望に満ち

た地域」の実現を目指す

ものでした。 

 

ビジョン２０１７の理念実現に向けて邁進した結果、多くの

事業展開により、自立に向けた市民意識の変革、共助を基 

軸とした地域力溢れるコミュニティの創出の双方に大きくコミッ

ト出来たと自負しております。 

しかし愛郷心の低下による都市部への若者の流出などに

起因する少子高齢化問題や、市民のまちづくりへの当事者

意識の低さによる自治行動意識の低下などを抱える現状で

は、ビジョン２０１７の大きな目標であった夢や希望に満ち

た地域社会」を創り出せたとは言えません。 

 

卓 話 

◆プログラム委員会◆ 林 会員 

＜卓話者紹介＞ 

岡安正知氏。1981年 2月 15日生（36歳）。(株)アーバンホーム、(株)岡安不動産、

(株)セントグレースガーデン、(株)オカヤス＆カンパニー。久喜青年会議所 2007 年入会。

現、第 40代理事長。 

 

尾崎敏彦会員 

田口博康会員 

鈴木弘道会員 

中山会長 夢川副会長 
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しかし、我々は、刻々と変化する時代の潮流に対応し、新た

な変化を生み出すために、新たな中期方針を掲げなければ

なりません。 

そこで、４０周年記念事業として、ビジョン２０１７の集

大成となる「みんなのいえ」プロジェクトを始動し継続的にその

意義を追い求める事と致しました。 

みんなのいえは、様々な要因によって孤独を抱えている子ど

も達に対して、地域の大人がチームとなって関与する、「共生

食堂」を軸として、

学習支援機能、

地域交流室機能

を備えた、全く新

しい地域コミュニテ

ィ創出施設です。 

 

まず主軸となる「共生食堂機能」です。 

毎週金曜日、１８：００より開催させて頂いている「共

生食堂」は、地域のボランティアの方々と久喜青年会議所メ

ンバーが調理を行います。埼玉子ども食堂ネットワーク様や、

フードバンク、そして地域の方々から頂いた食材などを用いて

子ども達に温かい食事を提供しています。 

多くの地域の大人も食事に訪れ、多世代によるコミュニケー

ションの中での食卓が実現しています。これは「子ども食堂」

から一歩踏み込んだ、多世代を巻き込んだ「共生食堂」とし

て機能し始めたと言えます。これまでの開催２０回の来場

者は延べ１２００名以上となっており一回当たりの平均来

場者数６０名は全国のいわゆる「子ども食堂」の来場者と

比べ、地域に与えるインパクトの大きさを物語っています。 

また、学習支援機能を設けております。子ども達が未来を切

り拓き、本当の意味で自立を果たすためには学力の底上げ

が必須です。我々久喜青年会議所メンバーが学校での勉

強や宿題の疑問点などにアンサーする形で支援を進めていま

す。今後、これまでの学習支援に加え、独自のプログラムによ

る学力向上にも挑戦して参ります。 

 

多世代の直接的なコミュニケーションを生むための地域交

流室は、現状小学校間の垣根を超えた、子ども達の交流の

場となっています。今後多くの世代を巻き込み、地域交流室

を中心に地域コミュニティの創出が巻き起こされる様、多くの

方々への声掛けを行って参ります。 

 

みんなのいえオープンの際には、久喜市長田中暄二様はじ

め、多くの地域の方々をお迎えしてオープニングフェスタを開

催させて頂きました。 

当日は「みんなのいえ」の地域への周知を目的として、関係

各位をお招きしての開所式典に加え、地域の子ども達に向

けて縁日を開催致しました。射的やスーパーボールすくいなど

に加え、みんなのいえでお出しするメニューの試食などをして

頂きました。 

２００名を超える方々にご来場頂き、「みんなのいえ」を確

りと周知する事が出来ました。結果として現在のみんなのい

え運営に大きな効果があったと確信しております。 

 

みんなのいえはスタートしたばかりです。 

ボランティアの方々も増えては来ていますがもっと気楽に地

域の皆さまがきて子ども達を見守っていただけるコミュニティに

なれるよう知恵をおかしください。 

子どもがご飯をただで食べられる場所ではありません。 

ほんとに食べるものにも困っている子どもが来ることももちろん

あります。 

家に親がいないで孤食になってしまう子ども達の集まれる場

所としての一面もあります。 

しつけや礼儀作法や挨拶などを教える場所でもあります。 

しかし共生食堂としてみんなのいえはそれだけでなく、どうして

も いえ 学校 など狭い価値観をみなさんと触れ合うことで

可能性を広げて夢ある未来への一助になることを目指してい

ます。 

いまここにいる方はいろいろな職種で成功されている方たちだ

と思います。 

是非そういった方々の価値観を子どもたちに伝えられたら

夢や希望に満ちた地域の実現ができると考えます。 

久喜にはこんな素敵な場所があると言ってもらえるような場

所に育てていきたいです。 
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◆友好クラブ部門◆ 野口はやみ委員長  

ホタテの注文をたくさんいただきありがとうございました。 

市民まつり当日、代金引換で商品をお渡しいたします。 

引取りは午前中にお越しいただけるようご協力宜しくお願いいたします。 

 

☆中山会長、加藤会員、夢川会員:岡安理

事長、卓話ありがとうございます☆林会員、和

田会員、横山会員:久喜青年会議所の皆

様、ようこそ！☆田口会員、尾崎会員、鈴木

(弘) 会員:誕生祝いありがとうございました 

☆伴会員、野口会員:本日もよろしく 

平澤会員:今月もよろしく☆倉持会員:お陰

様で元気になりました☆飯島会員:早退します 

☆小柳会員:よろしくお願いします  

（敬称略・順不同） 

本日(10/5)合計 44,000円 

 

 本日(10/5) 

会員数 49 

免 除 11 

出 席 20 

Ｍ Ｕ 4 

欠 席 14 

出席率 63.15％ 

 

 

 

 

＜久喜市民まつりのご案内＞ 

◆社会・職業奉仕委員会◆ 福田委員長 

          10月 15日（日） 

10:00~4:00 

＊   ＊8時～ブース準備 

 

 

 

＜例 会 のご案 内 ＞  

月 日 例会 卓 話 会 場 

10 

月 

12 振 替 
⇒14日（土）夜間例会（野辺地 RC歓迎会） 

送迎：菖蒲あやめ会館・17時発 ⇒ 久喜駅 au前・17時 30分発 

きのえね 

18:00～ 

19 休 会  

26 
通 常 

例 会 

卓話： 紙芝居が育てるいのちと生きる力「三つ子の魂百まで」  

東萌短期大学 教授 正司
し ょ う す

 顯
あき

好
よ し

 氏 

三高サロン 

食事 12:00~ 

点鐘 12:30～ 

＜今後の予定・その他＞ 

日 程 行 事 

10月 16日（月） ◎地区大会ポリオ撲滅チャリティーゴルフコンペのご案内  

【開催コース】 プレステージＣＣ 東・西コース 

【参加者】進藤会員、飯島会員、平澤会員、高橋会員    

10月 22日(日)～ フィリピン国際奉仕 PJ視察 

10月 27日（金） 第７Ｇ合同親睦ゴルフ大会 【開催コース】 桃里 C.C. 

10月 27日（金） ◎職業奉仕セミナーのご案内  受付 16:30～ 点鐘 17:00～20:20 

【会場】 浦和ワシントンホテル 【テーマ】 「そうじから生まれる力とは」  講師：小早祥一郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 （代）横山会員 

スマイル報告：SAA 新井 委員長 

委員会報告 

出席報告：田口 委員 

パレードの参加、ご協力

お願いいたします！ 
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