
      

 

 

 

 

 司会進行 岡田 邦男会員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ビジター 
東京練馬中央 RC・中央分区ガバナー補佐 渡辺 傷様 
 
誕生日祝い 
4 月 11 日 笠原健太朗会員 
5 月 2日 中野 広行会員 
 
ニコニコボックス報告 
渡辺 創様 
 
西村会長 
 
張 会員 
 
 
 
土居会員 

本日は貴重なお時間をいただきありがと
うございました。 
GW は休みなく仕事しました。有意義でし
た。 
米山記念奨学金は二度と戦争の悲劇を繰
り返さないため、外国留学生を支援し世
界平和に寄与してほしいという事業で
す。 
地区大会、全員出席しましょう。 

石渡会員 
山下会員 
 
 
 
大原会員 
山下会員 

共助会 70周年記念行事の広告を快く受け
て頂き有難うございます。式典は会費が
かかりますので、代表の  にお願いし
ました。会長、幹事の方々に御礼申し上
げます。 
良い季節になりました。 
渡辺ガバナー補佐ようこそお茶の水へ！ 

 計 22,000円 累計 576,146円 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

会長報告 西村美智子会長  
ウクライナへの支援をお願いしておりましたが、15 名
の方より 33万円のご寄付を頂戴致しました。ありがと
うございました。 
 
東京練馬中央 RC・中央分区ガバナー補佐 渡邊 創様 
発達性読み書き障害（ディスレクシア）プロジェクトで
地区補助金を頂いております。あまり聞きなれない、デ
ィスレクシア（発達性読み書き障害）というのは、知的
障害ではなく、ただ、文字が読めない、書けないという
珍しい症状で、各クラスに 1人～2人いると言われてい
ます。この障害を持っている方で有名な
方、俳優のトム・クルーズ、映画監督の
スピルバーグです。知らない方が多いの
で広めるために、講演会を開催します。
You Tubeでも配信しますので、ご興味の
ある方はご覧ください。分かりやすい冊
子を作っておりますので、当日お渡しし
ます。必要であれば各クラブに発送し、ディスレクシア
を広めていきたいと思います。 
 

幹事報告 海江田健司幹事 
1．5月度今年度・次年度合同理事役員会を開催致しま
した。次週、議事録を配布致します。 

2．月 1回断食基金へのご協力ありがとうございました。 
3.5月のロータリーレートは１ドル 130円です。 
4.すでにご案内をしております 5月 31日地区大会です。
ニューオータニで開催され、12:15登録開始、13時ま
でご着席下さい。アワードには当クラブから、神田
川・日本橋川河川清掃とウォーキングクリーンプロジ
ェクトをエントリーしています。アワード受賞します
と、西村会長と我々も壇上に上がるということになり
ますので、皆様スケジュールを調整して頂きご参加下
さい。 

 
ファミリーバザールの件 角田 靖会員 
パンフレットをお配りしました。5/28、5/29、6/4、6/5
に 2年ぶりに岩本町・東神田ファミリーバザールを開催
します。是非ご参加下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告                 

会員数 39名 ゲスト 0名 

出席数 
ZOOM 

22名 
0名 

ビジター 
（ZOOM） 

1名 
 

欠席数 17名 合計 23名 

 
 
5月 25日(水） 
5 月 31 日(火）   
6 月 1 日(水） 
 

今後の卓話 
夜間例会・懇親会 (於)新世界菜館 18時 
地区大会 
休会  地区大会に振替 

プログラム 
司会進行              大原 正道会員 
開会点鐘                西村美智子会長 
「手に手つないで」ソングリーダー 牛島  聡会員 
ゲストビジター紹介        渡辺 和久会員  
ニコニコボックス報告        大原 正道会員 
会長報告             西村美智子会長 
幹事報告             海江田健司幹事          
出席報告             大原 正道会員 
閉会点鐘                 西村美智子会長 

  

親子はねやすめの報告  

NPO 法人 親子はねやすめ代表理事・東京神田 RC 宮地 浩太様 
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司会進行 相倉 辰徳次年度幹事 
 
国際奉仕部門 神保次年度国際奉仕委員長 

今回の研修で最も強調されたことは、グローバル補
助金の活用です。ロータリークラブのオンラインシス
テムである My Rotary には、世界各国にあるロータ
リークラブが必要としている支援の内容が掲載され
ています。My Rotary を通じて支援を必要としている
ロータリークラブと連絡を取ることができ、ロータリ
ー財団に対するグローバル補助金の申請もすること
ができるということでした。 
 世界各国のロータリークラブとともに国際奉仕が
できるということも、ロータリークラブの魅力の一つ
であると感じています。グローバル補助金を利用した
国際奉仕にも、今後、チャレンジしてみたいと思って
おります。 
 
 
米山奨学委員長部門 張次年度米山委員長 

何回も参加しましたが、参加するたびにこの制度は素
晴らしく誇りに感じ、いつも感動します。 

1952年、東京 RCが米山梅吉氏の功績を称え発足しま
した。海外から優秀な学生を支援します。背景には二度
と戦争の悲劇を繰り返さないために、平和日本を世界に
伝え、奨学生に架け橋になって頂き、国際親善と世界平
和に寄与してほしいという願いがあります。奨学生の数
は、129か国、22,000人を超えました。その中で、ロシ
アの奨学生約 60名、ウクライナ奨学生 12名に支給され
ました。現在、ロシアの奨学生１名いらっしゃいますが、
心配です。卓話は韓国の学友会の方で、テーマは、「未
来へつながる米山記念奨学事業：日本から世界へ、そし
て世界から日本へ」です。米山奨学生としての経験と、
世界学友会の活動が紹介され、私は素晴らしいと感じま
した。 

 
ポリオデー・アースデー担当部門  

海江田次年度公共イメージ委員長 
 

次年度は 二つの大きな柱があります。 一つはポリ
オデー2580 です。 2022 年 10 月 23 日 24 日の世界
ポリオデー2580 にて 次世代ロータリアンと連携し
ての街頭募金活動、 RI 2830 地区パストガバナー関
場慶博先生の講演、映画「我一粒の麦なれど」の上映
を計画しております。 

二つ目は 2023 年 4 月 22 日のアースデーです。ロ
ータリークラブでは「ぶっく・デ・アース」のプロジ
ェクトを行う予定です。こちらは会員・会員企業・地
域社会から不要になった本を集めて売却し、売却資金
を財源として樹木・草花を植栽する活動です。 
 
 

 

 
クラブ研修リーダー部門(地区戦略計画推進委員会) 

山下次年度研修リーダー 
委員長は東京ワセダ RCの中島弘人氏 
クラブ研修リーダーの果たすべき役割は、所属するク

ラブのビジョンを作ることであり、その活用を中心に考
えることが地区戦略計画推進委員会であるとのこと。 
その為には各クラブが下記のセクションを実践するこ
とが大切である。 
(1)何故クラブビジョンが必要か 
(2)クラブビジョンを作る主体は誰か 
(3)クラブビジョンを作るうえでの研修リーダーの役割 
(4)どのようにしてクラブビジョンを作るべきか 
(5)クラブビジョンを活用して研修を行う 
(6)参考資料として My Rotaryから「クラブの健康チェ

ック」「戦略計画立案ガイド」 
「会員の満足度を高める調査」の資料が配布された。 
当クラブは永井年度に若手中心ではあるが「戦略委員

会」がスタートし、次の山下年度には 2580地区では早
稲田 RCに続き新しい常任委員会構成を、CLP(クラブ・
リーダーシップ・プラン)を取り入れた構成にしている。
また、クラブビジョンも「千代田から世界に広げよう奉
仕の輪」にして地域密着の奉仕活動と併せて日本のロー
タリークラブでは初めてとなるオンライン参加型会員
を細則で定め会員が地域を超えて活動できるようにな
った。先ずは先進的なクラブ運営の形は整いつつあるの
で具体的な活動を研修テーマとして会員の実践活動に
取り組みたい。 
 
社会奉仕部門 角田次年度社会奉仕委員長 

東京練馬西 RC相澤愛委員長から次年度の活動方針の

説明がありました。 

① 他クラブの奉仕活動に参加できる仕組みづくり 

② ロータリー財団補助金の審査手続きへの関与に向け

た検討 

③ 高校生就業体験受け入れ 

  次に、奉仕部門の 7つ目に環境が追加されました。 

東京北 RC横山武志環境委員長から次年度の活動方針

の説明がありました。 

① 環境保全クリーン活動日 

  7月 31日（(日)    9月 25日（日）  

② イメージロータリーワークショップ〜環境〜 

  12月 3日（土） 

 その後に、テーブルディスカッションになりました。 

 私は、神田川・日本橋川河川清掃とウォーキングクリ

ーンプロジェクトについて説明いたしました。 

 

創 立  1993年 10月 13日(平成 5年)                       

例会日  毎週水曜日 12:30～13:30                                                         
事務局 〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-2-2  

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ九段 906号 
Tel：03-3288-7300  Fax：03-3288-7400 
http://tokyo-orc.jp/   
E-mail:ocha-rc@sirius.ocn.ne.jp 

例会場  東京ドームホテル  
〒112-8562 東京都文京区後楽 1-3-61 
TEL.03-5805-2111(代表) 

会 長：西村美智子  幹 事： 海江田健司 
会報委員長：佐々木啓策  
会報委員：張、土居、神保、奥山、八木、山下  

クラブ協議会 
4/15 地区研修協議会の報告 PartⅡ 
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