
      

 

 

 

 

 司会進行 岡田 邦男会員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゲスト・ビジター 
ゲストスピーカー・東京神田 RC   宮地 浩太様 
ご 同 行 者             中山   香様 
次年度ガバナー補佐・東京丸の内 RC 尾崎由比子様 
次年度地区幹事・東京 RC      遠山 明良様 
東京神田 RC            石澤長一郎様 
 
誕生日祝い 
5/25 岩佐 彰彦会員 
5/27 岡田 邦男会員 
 
ニコニコボックス報告 
故 奥山会員 
 
 
宮地 浩太様 
 
尾崎由比子様 
 
 
遠山 明良様 
 
西村会長 
 
 
 
 
岩佐会員 
 
永井会員 
 
大原会員 
岡田会員 
 
高山会員 
山下会員 

ロータリーに感謝します。楽しいロータ
リーライフでした。お茶の水 RC の皆さ
ん、お世話になりました。 
御世話になります。本日、どうぞよろし
くお願い致します。 
本日は例会に参加させていただきありが
とうございます。次年度どうぞよろしく
お願いいたします。 
本日は尾崎ガバナー補佐エレクトと訪問
させて頂きました。 
奧山会員、クラブ 20周年記念行事では司
会をご一緒しました。私の守護霊につい
ていつも語って下さいました。もっとお
話したかったのに大変残念です。ご冥福
をお祈り致します。 
宮地さんの卓話、楽しみにしておりま
す。 
奧山会員のご訃報に驚いておりなす。大
変お世話になりました。衷心より御冥福
をお祈り申し上げます。 
宮地さん、ご無沙汰です。 
神田画報 5 月号お読み下さい。21 日の花
植えと河川清掃もよろしくお願いします 
さわやかな季節になってきました。 
本日の卓話を楽しみにしております。 

計 42,300円 累計 618,446円  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
黙祷 
5月 16日（月）9時頃、奥山会員が病気のため逝去さ
れました。63歳です。謹んで哀悼の意を表し黙祷を捧
げたいと思います。 
 
次年度ガバナー補佐・東京丸の内 RC 尾崎由比子様 
次年度は嶋村ガバナーエレクトが改革を考えていらっ
しゃいます。変化の多い年となるかと思いますが、戸
惑わないよう木宮会長を１年間サポートして参ります
ので１年間宜しくお願いいたします。 
 
次年度地区幹事・東京 RC 遠山 明良様 
地区ローターアクトの委員長と青少年交換の委員をや
っております。随分昔から青少年交換の委員をやって
おりますが、今日初めて俣野さんがお辞めになったこ
とを知りました。昔一緒にやっておりました。次年度
はローターアクトと青少年交換をやりながら、更に地
区幹事をやることになりました。 
 
幹事報告 海江田健司幹事 

次週 25日は、18時より新世界菜館での夜間例会です。 

ロータリー希望の風奨学金へのご協力ありがとうござ

いました。 
 
10/21河川清掃・ウォーキングクリーンプロジェクト 

岡田 邦男会員 

9:50集合、10時に樋口区長がお見えになります。屋形

船クルーズ第 1便で帰ってきた、せいが保育園園児、

保護者と第 2便の園児、保護者、スタッフで花植え・

清掃を行います。花 100ポットを植えた後、皆さんは

出発し、千代田区防災船着場の清掃をし、戻って昼食

となります。 
 
鎮守の森コンサートご案内 髙山 肇会員 

先般の理事役員会で東京お茶の水 RCの後援名義の承認

を頂きました。同じく神田 RCにも後援のお願いをし、

了解頂きました。7月 12日（火）18時から明神会館で

行います。元東京藝術大学学長、元文化庁長官の宮田

良平先生のお話、ピアニスト 2名による演奏がありま

す。千代田区樋口区長も出席して下さいます。皆様、

奮ってご参加下さい。 
 
ロータリーの友 5月号の紹介 土居 岩生会員 

真ん中ぐらいに「エバンストン便り」があります。こ

れは RIに関する動きが簡単に書いてあり、人頭分担金

の増額に関する 2022年規定審議会の制定案を修正しま

プログラム 
司会進行              岡田 邦男会員 
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       中野 広行会員  
ニコニコボックス報告        岡田 邦男会員 
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             岡田 邦男会員 
閉会点鐘                 西村美智子会長  
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 2021-22 年度ガバナー補佐・分区幹事 1 年の総括 
牛島ガバナー補佐・青木分区幹事 

 

 



したとあります。今までは人頭分担金を１ドルずつ値

上げして、現在 70 ドル。修正案で約 4 ドル上がります。

RIの理事会が、規定審議会を国連と一緒で牛耳ってい

るのではないかと思います。地区からは１ドルも値上

げしないように意見を提出しましたが、否定されまし

た。6月の後半に水野 PGから報告があると思います。 

 

奥山 聡会員の件 土居 岩生会員 

2010年 7月に入会し、12年在籍しました。昭和 34

年生まれなので 63 才です。非常にロータリーが好きで、

特に職業奉仕を自分なりの解釈をしていました。彼は

自衛隊などの制帽を作る会社で、創業約 100年、3代

目の社長です。松戸に工場があり、朝礼の時には、

「世のためになる会社」と唱和しています。 

 去年の 9月ぐらいに食道がんの手術をし、その後、

転移が判明しました。ここ 5ヶ月ぐらいロータリーの

皆様には友情を頂き、応援をして頂きました。年会費

も会員のまま亡くなりたいということで、今年の 6月

まで会費は払っています。胸にロータリーのバッジを

付けてニコニコしている姿が思い出されます。 

今週の金曜日に家族葬を行います。私も列席させて

頂きます。本葬は 6月 18日に行う予定です。決まりま

したらご連絡差し上げます。御世話になりありがとう

ございました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

卓話にお招きいただきありがとうご

ざいました。前回、卓話にお邪魔しま

したのは、２０１９年の年末で、約１

８か月ぶりに皆様にお目にかかれるこ

ととなりました。これまでの期間、新

型コロナウイルス感染防止のため、日

ごろご支援いただいております親子は

ねやすめの活動は、オンラインを使用したミニコンサ

ートや茶話会で多くのご家族とのコミュニケーション

をとってまいりました。また、余命少ないお子さんの

いるご家族や医療的ケアの必要なご家族のお母様が余

命宣告を受け、その生活のサポートを微力ながら努め

て参りました。 

コロナ禍での活動は、私どもにとって様々な気づき

を得ました。外出しにくいご家族の孤立疲弊を如何に

防ぐのかという観点に立てば、オンラインを使用して

のアプローチは有効であること。また、オンラインの

企画に参加くださいましたご家族のお住まいは東京を

はじめ、栃木、新潟、宮城、神奈川、千葉と複数の県

に及んでおり、地域を超えたご家族間のコミュニティ

ーにつなげられる可能性を強く感じさせていただきま

した。また、団体としての存在意義等を考える時間も

持てました。ご紹介いたしました私たち親子はねやす

めのビジョンは、東京お茶の水ロータリークラブの皆

さんがサポートくださいました学生のリーダーと、団

体事務局が言葉にいたしました。お時間ございます時

にいま一度目を通してくださいますと幸いです。そし

て、昨年秋には東京都より「認定」の称号を受けるこ

とができました。ご寄付いただいた方々、法人様に税

額控除を受けていただける団体に成長しましたこと、

ここにご報告申し上げる次第です。設立当時、認定の

取得など考えにも及ばず７年を走り続けましたが、さ

らに多くのご家族の笑顔を生み出すためには活動資金

がどうしても必要で取得に向け準備を２年ほど前から

進めてきました。ようやく社会的に見ても社会の歯車

としてのスタート地点に立てたように感じております。

今まであまり積極的には行ってまいりませんでしたが、

賛助会員と法人様のサポーターを募集し始めました。

ぜひ、ご家族の笑顔のためにご検討いただけたら幸甚

です。 

さて、私個人の親子はねやすめが世のために少しで

も果たすことができたらという希望を御茶ノ水ロータ

リークラブで初めて卓話をさせて頂いた以来、ここに

改めてお伝えいたしたく存じます。「障がいのある方

（その家族を含む）と社会の壁を下げること。」卓話

最後に少し触れましたが、現在この日本で障がい者手

帳を持った方々は国民の７％を超え８％に届きそうな

人数です。ご高齢の方が多くいらっしゃいますが、こ

れから若い世代が増え続けていくと察しています。私

ども親子はねやすめの対象児は，ようやく障がい者と

して扱われるようになりました。（年々多くの命が救

われている中で、どうしても医療機器なしでは生きて

いけないお子さんたちが増え続けています。）現在の

社会は、障がいのある方々に対して海外に比較しまだ

まだ後進国と感じています。何か壁のようなものが立

ちはだかっている、作っているように思えてなりませ

ん。よって、健常者が、障がいのある方々への理解が

進みにくい環境下で経済を回していると見ています。

先々、社会全体が今の形のままでいると、増々すでに

起きている事件や事故が増え続けるのではないかと案

じています。そして、障がいを持つ方の数は増えてい

く中で、社会で働く方々の１０人に１人は何らかの障

がいを持つ社会がもうすぐにやってきます。「何ら問

題はない」そんな社会であってほしいと願っています。

そうなるためには、現在社会で働いている方々の障が

い者に対する理解が欠かせません。例を取ると、社内

の摩擦は個々人の性格、考え方で起きうるかと思いま

す。が、そうではない要素（発達障害など）が含まれ

ている場合もあるのではないかと感じています。この

先１0年から１５年の間に、この時代を築き上げた先

出席報告                 

会員数 38名 ゲスト 2名 

出席数 
ZOOM 

22名 
0名 

ビジター 
 

3名 
 

欠席数 16名 合計 27名 

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 

 
 
6月 22日(水） 
6 月 29 日(水）   
7 月 6 日 (水） 
 

今後の卓話 
クラブ協議会 次年度事業計画の発表 
最終例会にあたり  退任の挨拶 
第１回例会にあたり 就任の挨拶 

 



輩方が天寿を全うしていきます。その人数は

40,000,000人と言われており、人口も 1億 2千 5百万

人から 8千万人時代になります。たった 10年から 15

年の間に社会が激変していきます。何が必要なのか、

数ある課題をどう解決するのか。若い世代に何を残せ

るのかがいま問われていると強く感じています。障が

いのある方々への理解は、同時にその家族への理解に

通じ、社会の歪みを和らげると信じています。 

私たちが活動してきた中でのエピソード、その一つ

をご紹介します。ご支援を頂いている法人様がいくつ

かあります。その一企業様にお勤めのご家族から団体

に連絡が入りました。「主人が務めている会社が行っ

ている親子はねやすめへの支援を知りました。私たち

家族は、イベントに参加できないのでしょうか。」こ

の問いに、よく連絡をしてくださった！と感謝に似た

心の高まりを感じました。当たり前となっている個人、

家族のプライバシーは、守られるのが当たり前の中で

「知られたくない」という当人の想いに、誰しもが納

得をしている時代。組織において、知らないのも当た

り前。しかし、一方で「無関心」という言葉が私の中

で浮き上がります。さらに「話しても無駄」という当

人の初めから諦めてしまう社会環境があると感じてい

ます。何でも話し合える社会的風土があれば、大切な

社員の持てるポテンシャルをもっと引き出せる可能性

が日本において多く残っていると感じています。この

状況を一歩進めるためには、「おせっかい」という言

葉が当てはまるのかもしれません。 

「おせっかい」は、嫌われる。これはこれからの時

代に一律ではないと思っております。声にできない、

声を出せない心の叫、私たちの耳には飛び込んできま

せん。ロータリーソングにあるように「やぁ！」と声

をかけること、会員同士を超えて声を掛け合うことが

できたら聞こえてこない声も聞こえてくるかと考えて

います。もちろん、困っている様子の方に声掛けをし

て「ありがとう」の声が返ってこないことも多いでし

ょう。「余計なことしないで！」「そこをどいて」私

自身そんな声が返ってきたこと度々です。そんな答え、

声を聴くと、こう感じます。社会がそう答えるように

させてしまっていると。 

劇的に孤立疲弊する家族や社員を減らすことができる

のではないか「やぁ！」という声かけ。誰しも実践で

きるＩserve そのものなのではないでしょうか。 

長くなりました。先だっての卓話でお話をしたかっ

た内容を簡単に改めて綴りました。私も人前でお話を

するにあたり未熟であることを改めて認識しました。 

奥山会員のご冥福を心よりお祈り申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
司会進行              岡田 邦男会員 
開会点鐘                西村美智子会長 

ゲスト紹介            渡辺 和久会員 

バンコク日本博代表 長谷川卓生様 

青木会員同行者   高木 美加様 

 

幹事報告 海江田健司幹事 

5月 31日の地区大会にご登録されていない方、当日登
録ができますので事務局までご連絡下さい。6 月 1 日、
8日は休会です。15日はブックハウスカフェで開催、
卓話は渡辺会員のイニシエーションスピーチです。親
子はねやすめへのご協力ありがとうございました。 
 

本日のゲスト長谷川様のご紹介 木宮 雅徳会員  
長谷川さんは、タイで 23年！「日本語教育」「日本へ
の留学支援」「バンコク日本博（旧 JAPAN EXPO IN 
THAILAND）」「人材紹介」などの事業を展開されてき
た方です。「バンコク日本博の魅力」「親日タイ市場
の魅力」「タイと日本をつなぐ人材育成」などのお話
しや、また一方で現在の「ASEANから見た日本の希薄
な存在感」「KPOP、韓国コスメをはじめとする韓国勢、
自動車分野での中国勢の台頭」などのお話もいただき
ました。 
 
バンコク日本博代表 長谷川 卓生様 

タイに 20年住んでおりますが、日本のプレゼンスの低
下をヒシヒシと感じます。特に日本語学校をやってお
りますとそれが手に取るように分かります。経済は 20
年前より 4倍近く成長しているので、日本語学校や留
学の生徒数は伸びていますが、日本好きが伸びている
とは言えません。今までの集客を活かして、日本の良
いものをタイの人たちに知って頂こうと思っておりま
す。 

5月 21日（土）河川清掃報告 岡田 邦男会員 

閉会点鐘 西村美智子会長 
 

懇親会  
司会進行 中野 広行会員 

開会・献杯 西村美智子会長        

 5月 16日に逝去されました奧山会員は、2010年に入
会、2016年に幹事、2018年には会長に就任され、12
年間のロータリー人生でした。当クラブが支援してお
りますタイ・チェンライアカ族の就学支援に個人的に
も支援されていました。5 月 28 日に北タイ・アカ族
支援をする全国ロータリアンの集い「輝く瞳に会いに
行こう」全国大会が京都で行わ
れますが、その大会で、奥山さ
んを偲び追悼式を行うとのこと
です。 
奥山さんの在りし日の姿を偲

び献杯をいたします。皆様ご準
備下さい。それでは献杯のご唱
和をお願いいたします。献杯！ 
 
～会食・歓談～ 
 
閉会 一本締め 石渡 伸幸会員 

第 1286 回 2022 年 5月 25 日（水）  

夜間例会・懇親会 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レストラン「PIZZERIA & BAR NOHGA」が、来店記念

プレートを作ってくださいました 

 

＜会員以外の参加者＞ 

千代田区区長    樋口 高顕様 

佐久間町一丁目会長 松本  正様 

せいが保育園    園長・スタッフ 

園児・保護者 

相倉会員奥様    相倉佐恵子様 

ファミリーバザール実行委員会会長 

三橋 千晴様 

江戸城天守閣を再建する会： 

秋山様、森本様、青木様 

包原様、初鹿様、泉様 

木川様、渡辺様 

 

岩佐 彰彦社会奉仕委員長 

5月 21日（土）佐久間橋児童遊園・和泉橋防災船着

場にて、第 3回佐久間橋児童遊園アダプト、神田川・

日本橋川清掃が行われました。 

当日は樋口千代田区長も駆けつけていただき、せい

が保育園の園児や保護者、スタッフによる佐久間橋児

童遊園の花壇の花植えが行われました。次第に大雨と

なったため、残念ながら河川清掃は行えませんでした

が、楽しい昼食会でみなさん和気あいあい盛り上がり

ました。  

 

 

 

 

 

 

 

(於)ホテルニューオータニ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜プログラム＞  

9:15 会長・幹事会  

10:00 山﨑直子氏講演会 

11:00 新入会員昼食会 

11:00 ポール・ハリス・ソサエティとメジャー

ドナーの集い  

13:00 本会議 第１部 

各種委員会報告 

信任状委員会・選挙管理委員会・決議委

員会        

15:00 本会議 第 2部   

東京 RC 百周年記念報告 

青少年プログラム紹介 

参加クラブ紹介 

フォトコンテスト・アワード結果発表 

18:05 閉会 

18:30 会長・幹事晩餐会 

 

東京お茶の水 RCは登録者 19名でした。 

 

東京お茶の水 RCでは、一丸となって悪天候の日も

厭わず、何度も河川清掃に取り組みましたが、アワ

ードを逃しました。大変残念！（会長 西村美智子） 

 

5 月 21日（土）第 3回神田川・日本橋川清掃

とウォーキングクリーンプロジェクト 

第 1287 回 2022 年 5月 31 日(火)  

第 2580 地区 地区大会 


