
点 鐘 

国 歌 「君が代」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

来賓紹介 

☆ゲスト  １名 

 マイ，ヒエン ティタオさん（米山奨学生） 

                  計１名 

Ｎｏ．２２  第１２０５回例会   ２０２２年（令和４年）２月１７日         

 

ＪＲ小岩駅前再開発 

心で創る未来 
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   ☆ 会 長・皆川英久   ☆ 会報委員会・大澤一隆・福田裕之・実方 昇 

   ☆ 副会長・山田太熙   ☆ 事務局・〒136-0071 東京都江東区亀戸1-43-22 アンフェリシオン内       

   ☆ 幹 事・番場恵介         ＴＥＬ：04-2946-9824  ＦＡＸ：04-2946-9825 

 

  

  

江戸川区議会議員 藤澤進一氏 

紹介者 社会奉仕委員会 

メンバー 大澤一隆君 

 

 ２月３日例会報告   

出席報告 

会員数 出 席 出席率 

19名 16名 94.11％ 

  

大澤先生に聞いてみよう！ 

紹介者 プログラム委員会 

会長報告 

・実方会員ご令室様・実方田鶴子氏の訃報につ 

 いて 

 １月29日逝去されました。享年61歳 

 ご冥福をお祈りし、黙祷を捧げました。 

・実方会員より、ご挨拶 

・米山奨学生 マイ，ヒエン ティタオさんへ 

 奨学金の支給 

・米山奨学生 マイ，ヒエン ティタオさんよ 

 り、近況報告  

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10日（木）例会は、休会となりますので、 

 ご注意ください。 
・「オープン例会」について 
 ２月17日（木）の開催は、延期となりました。 

 開催日は決まり次第、お知らせします。 
・「第2580地区大会」について 
 ３月２日（水）・３日（木）の開催は、５月 

 31日（火）に延期となりました。 
 詳細はわかり次第、お知らせします。 
・「下半期会費」について 
 未納の方は、お振込みください。 
・「ロータリーレート」のお知らせ 

 ２月１日から115 円（１月：115 円） 

・２月14日（月）、「会長幹事会【オンライン】 

 」に、皆川会員（会長）、番場会員（幹事） 

 が出席します。 
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例会出欠登録のお願い 
 

 例会出欠登録は、クラブホームページから 

 水曜日の正午までにご登録ください。 

 皆様のご協力をお願い致します。 
 

＜次年度幹事＞ 

・「第２回被選理事会」について 

 ２月17日（木）例会終了後 
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本日入金 ￥     26,000 

累計 ￥   508,901 

基金累計 ￥ 7,762,673 

 ①昨日の都内コロナ感染者が 

         ２万人を超えましたね。 

  身近でもチラホラ話を聞きます。 

      体調には十分注意しましょう。 

 ②今週末には、また寒波が来る予定です。 

  早く春が来るのを期待します。 

本日のニコニコ情報 

池田君、大澤君、小宮君、定光君、長濱君、 

長谷川君、番場君、福田君、森岡君、矢作君、 

山田太熙君、山田憲裕君・・・①② 

田村君： 本日は、国際奉仕の卓話です。真面 

目にポリオの話を致しますので、よ 

ろしく！         計13名 

 卓 話 

 本日の卓話は、国際奉仕委員長・田村純治君 

による「ロータリーとＰｏｌｉｏ」でした。 

 臨時理事会報告（１） 

       （持ち廻り）                        
 

日 時：2022年１月27日（木）例会前 

場 所：アンフェリシオン 

出席者：皆川、山田太熙、番場、長谷川、 

    山田憲裕、田村、定光、森岡、長濱、 

    池田、実方         計11名 

欠席者：なし 

 

議 題 

（１）オープン例会について 

   ２月17日（木）の開催を延期する。 

   開催日は後日決定する。   以上承認 

 第８回定例理事会報告  

日 時：2022年２月３日（木）例会終了後 

場 所：アンフェリシオン 

出席者：山田太熙、番場、長谷川、山田憲裕、 

    田村、定光、森岡、長濱、池田 

                  計９名 

欠席者：皆川、実方 

 

議 題 

（１）オープン例会の延期について 

  ・２月17日（木）は通常例会に変更する。  

   卓話紹介者：プログラム委員会 

   演題：「ネオ イニシエーション 

       コロナの現状、変化したこと」 

   卓話者は田北プログラム委員長に委ねる。 

  ・オープン例会の開催日は、コロナの状況 

   を鑑みながら、三役で相談して報告する。 

  ・オープン例会のパンフレットは、長谷川 

   会員に依頼する。 

（２）米山奨学生と行くスキー体験旅行（米山 

   奨学生旅費負担）について 

  ・コロナ感染者増加のため、中止とする。 

（３）2023～2024年度ガバナー補佐候補者の推 

   薦について 

  ・理事の意見を聴取した。 

（４）地区大会の延期について 

  ・３月３日（木）は特別休会に変更する。 

                 以上承認 

・東京葛飾ＲＣより、「2021～2022年度東分区 

 ＩＭ報告書」をいただきました。 
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民とのパートナーシップ「Police Citizens Yo 

uth Club（PCYC）」を立ち上げました。長年に 

わたって同団体は発展し、ニュー・サウスウェ 

ールズ全域の65 以上のクラブと180人の警察官 

がそのプログラムにかかわっています。 

非政府団体かつ自立した慈善団体として運営さ 

れているPCYCは、ニュー・サウスウェールズ州 

の警察とパートナーシップを組み、若者が前向 

きに生き、スキルと倫理観、リーダーシップを 

身につけられるよう支援しています。現在もロ 

ータリーが支援していますPCYCでは、奉仕の価 

値を教えることで次世代のリーダーを育成する 

というロータリーの信念に沿い、主なスポーツ、 

レクリエーション、教育、リーダーシップ、文 

化のプログラムを通じて７万人以上の若者の参 

加を促すことを目指しています。 

PCYCはまた、犯罪防止、青少年の能力開発、社 

会責任といったプログラムを通じて、危機下に 

ある若者が非行から立ち直れるように支援して 

います。最近では、社会から切り離された若者 

たちと就職の機会を結びつけるプロジェクト「 

RISEUP」を立ち上げ、就職のための訓練、メン 

タリング、職能研修などを行っています。 

 

イタリア：Vision+  

主な活動分野：疾病との闘い 

Vision+は、2005年、眼科医、ビジネス関係者、 

起業家らがグループとなり、自らの職業スキル 

をあらゆる年齢層の眼疾患の予防・治療および 

失明予防に役立てるために設立されました。 

Milano EstロータリークラブとMilano San Bab 

Ila ロータリークラブ（イタリア）などのロー 

タリー会員により設立された同団体は、難民、 

ホームレスの人びと、避難民など、イタリア国 

内と発展途上国で社会的に弱い立場にある人た 

ちを支援する複数年のプロジェクトを実施して 

います。プロジェクトでは、市民の啓発、設備 

の寄贈、眼科クリニックへの医師や専門職従事 

者ボランティアの派遣などを行っており、さま 

ざまな企業や事業主からの寄付とパートナーシ 

ップがこれを支えています。 

プロジェクトを持続可能とするために、眼科医 

から成る委員会が指導とモニタリング、評価を 

行っています。また、これまでに国内外のプロ 

ジェクトを通じて各地の当局との継続的なパー 

トナーシップが築かれました。 

イタリアのロータリー第2041地区、第2042地区、 

および四つのロータリークラブも同団体を支援 

しています。            つづく 

    ～国際ロータリーウェブサイトより～ 
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    ＜第１回被選理事会報告＞ 

 

日 時：2022年１月20日（木）ＰＭ１：30～ 

場 所：アンフェリシオン 

出席者：山田太熙、番場、田北、福田、 

    長濱、田島、大澤、森岡、長谷川、 

    皆川           計10名 

欠席者：小宮 

 

議 題 

（１）被選理事会の予定について【田北】 

   第２回：２月17日（木） 

   第３回：３月17日（木） 

   第４回：４月21日（木） 

   第５回：５月19日（木） 

（２）各委員会について 

  ・「理事・役員・委員会表（案）」を配 

   布 

  ・各委員について 

   各委員など、人数が限られているため、 

   全会員で行いたい。 

  ・委員会の統合などについて 

   被選理事会内で話し合う。 

  ・内容を確認してもらい、ご指摘をいた 

   だき、三役で次回までに調整する。 

（３）次年度までのスケジュールについて 

  ・クリスマス家族会の会場など、早めに 

   決める。 

（４）次年度の抱負【各理事】 

  ・楽しく、規律あるクラブ活動の実施 

（５）その他 意見交換 

  ・各行事など、増強対象者、ゲスト、ご 

   家族メインの立案を希望 

  ・副委員長の二人制 

                以上承認 

  知られざるロータリーの影響 ④ 
 

   ロータリアンが創設にかかわった 

      ９つの人道支援団体 

 
オーストラリア：Police Citizens Youth Club 

主な活動分野：教育／地域開発 

1937年、警察総監でロータリー会員であったウ 

ィリアム・ジョン・マッケイさんは、路上では 

なく安全で前向きな環境を若者に与えることを 

目的に、Sydneyロータリークラブを通じて、市 
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