
 本日の卓話は、会長・実方 昇君による「児 

童相談所ってどんなところ？」でした。 

 卓 話 

点 鐘 

国 歌 「君が代」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

Ｎｏ．２１  第１１６９回例会   ２０２１年（令和３年）２月１８日         

 

第４回クラブフォーラム 

     （社会奉仕） 
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   ☆ 幹 事・大澤一隆         ＴＥＬ：04-2946-9824  ＦＡＸ：04-2946-9825 

 

  

 日本の芸能 

 

紹介者 近藤昌之君 

メンバー 近藤昌之君 

 

 ２月４日例会報告（オンライン）   

出席報告 

会員数 出 席 出席率 

21名 15名 100％ 

会長報告 

・株式会社岩瀬運輸機工・創立50周年、東京 

 江戸川中央ＲＣ・創立27周年記念共同事業 

 として、江戸川区へ 1,500,000円を寄付し 

 ました。（１月22日） 

 目的：江戸川区内の虐待や貧困問題、障が 

    いを抱える子どもたちへの支援 

 ☆５月27日（木）例会時、江戸川区長・斉 

  藤 猛氏の卓話を予定しています。 

・「会長会【オンライン】」出席報告 

 （１月29日開催） 

・「東分区ＩＭ」縮小開催について 

 ３月８日（月）当日の出席者は、ガバナー 

 補佐、パネラー、関係者数名のみと制限さ 

 れ、収録する方式の開催となりました。後 

 日（４月以降）、収録された映像（基調講 

 演・パネルディスカッション）を見ることに 

 なります。 

・「国際大会（台北）」バーチャル開催につい 

 て 

 直接対面式ではなく、バーチャル行事として 

 開催されることが決定しました。詳細は近日 

 中に公開されます。 

幹事報告 
・本日例会終了後、「第８回定例理事会」を開 

 催します。 

・２月11日（木）例会は、休会となりますので、 

 ご注意ください。 

・「第４回クラブフォーラム（社会奉仕）」に 

 ついて 
 ２月18日（木） ＰＭ１：10～ 
 ☆例会に引き続き開催しますので、全員の出 

  席をお願いします。 

・「下半期会費」について 

 未納の方はお振込みください。 

http://www.tec-rc.jp/


 

 

児童相談所がどのようなところかをイメージ 

することは難しいと思うので、江戸川区児童 

相談所（はあとポート）に訪問し案内してい 

ただいた時のビデオをまずはご覧ください。 
 

はあとポート・上川所長は「2010年児童虐待 

の痛ましい事件があり、虐待防止に向けた支 

援と準備が始まりました」と話されました。 

児童虐待相談件数はここ10年で５倍に増加し 

ています。今まで都立しかなかったのですが、 

令和２年４月１日、江戸川区立児童相談所が 

設立しました。施設の機能は、相談・一時保 

護・措置（支援）の３機能です。個室の比率 

は、全国一とのこと。子どもの権利が守られ 

るように、子どもの目線で考えられており、 

中庭があります。館内には、子育て交流会や 

里親サロンなどで誰もが利用できる地域交流 

スペースもあります。（ビデオの内容から） 
 

電子ドラムが子どもたちに大変いい効果があ 

るということですので、メンバー皆様の寄付 

を募り、施設に贈ることが出来ればと考えて 

いるところです。 

 

地元江戸川区の新しい児童相談所の情報がと 

ても新鮮でしたし、社会奉仕の大切さを改め 

て感じた次第です。 【会報委員長・定光】 

えどがわ区民ニュース『江戸川区児童相談所 

はあとポート・江戸川区の子どもは江戸川区 

で守る』の動画を鑑賞しました。 

https://youtu.be/0kkKfHLNZTI 

Tokyo Edogawa Chuo Rotary Club  http://www.tec-rc.jp/ 

議 題 

（１）米山奨学生カウンセラーの件 

   番場会員が立候補したため、三役にて検討 

   の結果、番場会員に引き受けてもらうこと 

   となった。 

（２）地区大会出席者について 

   会長、幹事の他、山田憲裕会員、定光会員、 

   長濱会員の３名に本会議へ出席してもらう 

   ことになった。 

（３）緊急事態宣言中のオンライン例会について 

  ・緊急事態宣言の期間延長に伴い、２月18日 

   （木）、３月４日（木）の例会はオンライ 

   ン例会に切り替えることとなった。 

  ・アンフェリシオンへの対応は、前年度同様、 

   リアル例会が休会となる４回分（１月21日、 

   28日、２月４日、18日）につき、１回１人 

   1,000円（1,000円×21名×４回＝84,000円） 

   にする方向で採決することとなった（出席 

   者が少なかったため、理事メーリングリス 

   トにて採決する）。３月に関しては次回理 

   事会にて再度協議 

  ・２月18日（木）の第４回クラブフォーラム 

   （社会奉仕）については、オンライン開催 

   になったことを踏まえ、社会奉仕委員会に 

   て再検討することとなった。 

（４）３月の例会（プログラム）について 

   ３月４日（木） オンライン例会（卓話紹 

   介者：近藤会員）・家庭集会中止 

   ３月８日（月） 東分区ＩＭ縮小開催・東 

   分区懇親ゴルフ大会表彰式には実方会長出 

   席 

   ３月11日（木） 東分区ＩＭ縮小開催に伴 

   い通常例会（卓話紹介者：定光会員） 

   ３月25日（木） 通常例会 

   （第４回クラブアッセンブリー開催） 

   ３月27日（土） 観桜例会中止 

   ４月１日（木） 観桜例会中止に伴い音楽 

   例会  

   於：南小岩バッハザール ＰＭ12：30～ 

（５）その他委員会報告、意見交換 

  ・今年度の社会奉仕（江戸川区児童相談所） 

   の件 

   実方会長から児童相談所の高坂氏に、どの 

   ような電子ドラムを希望しているか尋ねて 

   みることとなった。（皆川副会長より電子 

   ドラムのアドバイスを受けた後に） 

  ・地区からの社会奉仕事業アンケートの件 

   実方会長にて対応することとなった。 

  ・2021～2022年度・Ｒ財団地区補助金プロジ 

   ェクト申請の件 

   １月25日（月）に申請済み。 

   プロジェクト名：江戸川区に初めて設置さ 

   れる児童養護施設の子どもたちへピアノの 

   贈呈 

 第８回定例理事会報告  

日 時：2021年２月４日（木）例会終了後 

場 所：オンライン会議（Zoom使用） 

出席者：実方、皆川、大澤、近藤、福田、 

    田北、池田         計７名 

欠席者：山田憲裕、山田太熙、山本、番場 

https://youtu.be/0kkKfHLNZTI
http://www.tec-rc.jp/


 

２月の予定 

 

 ４日（木）⇒ 第８回定例理事会 

 11日（木）⇒ 休会 

 18日（木）⇒ 第４回クラブフォーラム 

        （社会奉仕） 

 25日（木）⇒ 休会 

      ⇒ オンラインミーティング 
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  ・東分区ガバナー補佐候補者推薦の手続き 

   （１月29日開催、会長会での報告） 

   ４年後に当クラブの順番が回ってくる。   

   （2024～2025年度）１回は辞退して翌年に 

   繰り越すことができるが、再度辞退すると 

   東分区ガバナー補佐を推薦する権利を失い、 

   既定の順番に戻る。 

  ・今後の親睦活動の件（親睦活動委員会） 

   親睦家族旅行については、台湾旅行を中止 

   とし、近場の温泉に行くことを検討中（６ 

   月頃）。その他の親睦活動は基本的に開催 

   しない方向（５月13日の実方会長杯ゴルフ 

   コンペは開催予定）      以上承認 

メータ氏は、次期ガバナーに対し、次年度に自 

らが模範となって導き、測定可能・持続可能な 

インパクトをもたらす奉仕プロジェクトへの会 

員の参加意欲を引きだすよう呼びかけました。 

また、各クラブが「ロータリー奉仕デー」を実 

施することを求めました。 

「ガバナーとしての役目が終わるとき、皆さん 

は、ご自身のリーダーシップ、ご自身がロータ 

リアンとローターアクターに与えたインスピレ 

ーションのおかげで、会員による奉仕を通じて 

世界が前よりもよくなったと感じるはずです」 

 

多様性と会員基盤の向上に焦点を当てる 

メータ氏は、2021～2022年度には会員が女子の 

エンパワメントに力を注ぎ、教育、リソース、 

奉仕、機会など、未来の女性リーダーの成功に 

必要な手段を与えてほしいと述べました。その 

上で、多様性、公平さ、開放性に対するロータ 

リーの信念を会員が活動の指針とすることが大 

切であると語りました。 

「世界各地で女子は多くの問題に直面しており、 

リーダーである皆さんは、こうした女子が抱え 

る問題にロータリーが取り組み、それを和らげ 

るように導くことができます」 

奉仕を通じて大きなインパクトをもたらすには、 

ロータリーの会員基盤を広げる必要がある、と 

メータ氏。全世界の会員数は、過去20年間、約 

120 万人のまま横ばいです。このため、2022年 

７月１日までに130 万人に増やすことを目指し 

て地区で率先して活動するよう、次期ガバナー 

に呼びかけました。メータ氏の「Ｅａｃｈ Ｏ 

ｎｅ, Ｂｒｉｎｇ Ｏｎｅ」（みんなが一人を 

入会させよう）は、今後17カ月間、全会員がロ 

ータリーに一人を入会させることを求めるイニ 

シアチブです。  

会員基盤を広げながら、ポリオ根絶活動、新型 

コロナウイルスとの闘い、地域社会への奉仕を 

続けていくのは野心的な目標であることを認め 

た上で、「だからこそ皆さんの意欲が駆り立て 

られるでしょう」とメータ氏。「挑戦に立ち向 

かうのがロータリアンだからです」 

    ～国際ロータリーウェブサイトより～ 

ＲＩ会長エレクトが 

2021～2022年度の会長テーマを発表 
 

人のために世話をし、奉仕することが最良の生 

き方。なぜなら、その経験を通じて誰かの人生 

だけでなく、自分の人生を豊かにできるのだか 

ら・・・。国際ロータリーの次期会長であるシ 

ェカール・メータ氏はこう述べ、奉仕プロジェ 

クトへの参加を会員に呼びかけました。 

カルカッタ－マハナガル・ロータリークラブ（ 

インド、西ベンガル州）に所属するメータ氏は、 

ロータリー国際協議会中の２月１日、次期地区 

ガバナーに向けて2021～2022年度の会長テーマ 

「奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするため 

に」を発表しました。地区ガバナーエレクトを 

研修するための年次行事である国際協議会は当 

初、オーランド（米国フロリダ州）で開催予定 

でしたが、新型コロナウイルス流行のためバー 

チャル（オンライン）で開催されました。 

ロータリーでの奉仕プロジェクトへの参加を通 

じて自身が人間として成長したことに触れたメ 

ータ氏は、その経験を通じてほかの人のニーズ 

に目を向けるようになったと述べました。クラ 

ブ入会後まもなく、メータ氏はインドの僻村を 

支援するプロジェクトに参加しました。そこで 

村人たちの状況を目にしたことで、奉仕への決 

意が固まりました。「同胞たちが抱える苦境を 

真に理解しました」とメータ氏は語ります。そ 

の後も、子どもへの義肢の寄贈、家庭への安全 

な水と衛生設備の提供、地域の医療施設の改善 

など、数々の取り組みに参加しました。 

「ロータリーが私の心に火をつけました。自分 

の身の回りを超えたところに目を向け、人類全 

体を考えるようになりました」とメータ氏。「 

奉仕が私の生き方となったのです。多くの方々 

と同じように、“奉仕とは、自分がこの地上に 

占める空間に対して支払う家賃である”という 

信条を持つようになりました」 

http://www.tec-rc.jp/

