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「第1回クラブ協議会③」
社会奉仕委員会委員長 青木 隆政
基本方針
「地域社会が明るく・元気になる奉仕活動をおこなう」
昨年からコロナ禍が続く中、様々な活動が延期や中止となり、未だに先が見えない状況にあります。
これからは感染防止対策を重視しながら、新たな活動方法を模索し、皆さんのご協力を得ながら
新たな交流する奉仕活動を行いたいと思います。
そこで地域社会ニーズを把握するために、行政、自治体、教育団体との情報交換を積極的に
行い、今だからこそ必要とする奉仕活動を行いたいと思います。
活動計画
1.継続事業
（1）新宿区肢体不自由児者父母の会への中元歳暮品の寄贈
（2）新宿シティーハーフマラソンへの協賛
（3）新宿5クラブ合同奉仕事業積立会費の拠出
（4）日本盲導犬協会への賛助
（5）ロータリー希望の風奨学金への寄付
（6）エコキャップ運動の推進
（7）日本聴導犬協会への賛助
（8）新都心スマイル＆ドリームガーデンの植栽
（9）ブック・で・ワクチン事業
（10）ロータリーデー献血イベントin 新宿
（11）ロータリーデー「海岸（川や湖も含む）美化プロジェクト」
（那覇RC合同・海岸美化プロジェクト）

環境保全委員会委員長 吉成

泰

基本方針
東京新都心ロータリークラブ創立30周年記念行動宣言（かけがえのない地球を守るために）
に提唱した10項目を推進する。
活動計画
１．Smile & Dreamガーデン事業の継続
２．エコキャップ運動の継続
３．SDGsやカーボンニュートラルに係る卓話や勉強会の実施。
社会奉仕委員会
環境保全委員会

委 員 長

副委員長

委

青木隆政

川合義彰

秋山寿郎、青山信之、段谷芳彦、平将明、吉村利文

吉成泰

豊田祥明

ヴァッタヴァバン、平岡直記、佐原且朗、白坂桂一

2021年10月27日(水) 第1490回例会
「第1回クラブ協議会③」
社会奉仕・環境保全・国際奉仕・R財団・米山奨学・
青少年奉仕・ブランディング・公共イメージ向上委員会
各委員長

員

2021年11月10日(水)第1491回例会
「PETメディカルキューブ検査の魅力」
「PET検査の魅力」
四谷氏
四谷メディカルキューブ 理事長 安田 聖栄 氏
(紹介者 江成 信武会員）
(紹介者 江成 信武会員）

Tokyo Shintoshin Rotary Club RI Dist.2580
国際奉仕委員会委員長 和田 佳久
基本方針
「みんなの人生を豊かにするために」、コロナ禍においてもできる限りの奉仕活動を実施しましょう。

活動計画
① ネパールにおける追加井戸掘り事業（含、及び設置済みの井戸の状況確認）
② 友好クラブ「ナガルジュンRC」（＠ネパール・カトマンズ）との交流会
③ 国際大会への参加促進（＠ヒューストン）

ロータリー財団委員会委員長 引地 正修
基本方針
ロータリー財団で行われていることをご説明し理解いただく。
活動計画
➢
会員お一人あたり以下の寄付をお願いする。
年次基金
150ドル
恒久基金
30ドル
ポリオプラス基金
80ドル
ロータリー平和フェロー基金
40ドル
➢
➢
➢

趣旨にご賛同いただいた方にポール・ハリス・フェローやベネファクターへの特別寄付をお願いする。
更に定期的にご寄付いただける方には、ポール・ハリス・ソサエティーへの入会をお勧めする
11月にロータリー財団活動を理解いただくための説明会の実施。

米山奨学委員会委員長 吉村 利文
基本方針
「米山基金設立」世界に“平和日本”の理解を促すことを願って募金が始められました。
日本文化や日本社会のマナー、 国際親善と奉仕の精神の理解を目的に学んでいただく。
”米山出身者“の絆を大切にしながら個人として母国の社会や教育の発展に携わり、「懸け橋」と
なっていただく。国際親善と世界平和に寄与したい という日本のロータリークラブ会員の願いから
始まった外国人留学生支援を促進する。
活動計画
1. 「１カ月に1箱のタバコ代を節約して奨学金に」という合言葉から始まった米山奨学事業の原点に戻り、
多くの会員にご寄付のお願いをしていきたいと考えております。
2. 米山奨学金の最大の特長は、 「世話クラブ・カウンセラー制度」です 。様々な職業人や世代の集まりである
ロータリークラブの 一つが「世話クラブ」となり、会員が「カウンセラー」 として奨学生をサポートします。
奨学金だけではない。友情だけでもない。人生の生き方を世話クラブや学生生活を通じて奨学生として考え
学んでいただきたい。 奨学生として選ばれたことを誇りとし、その義務と責任において、世話クラブのカウンセラー
と常に連絡を密に して、国際理解と親善のために努めていただくよう懇親を深める。
委 員 長

副委員長

和田佳久

ヴァッタヴァバン

ロータリー財団委員会

引地正修

児玉剛

米山奨学委員会

吉村利文

青木宏義

栂野慶太（兼）

髙橋一博

国際奉仕委員会

カウンセラー

会報委員会

委

員

青木宏義、深山雅也、笹川敏幸、山中直樹、吉成泰

石川佳照、岩橋一、黒田康之
青木隆政、江成信武、半場慎一、神農貴大、金田哲夫、
川合義彰、内川晃一

会報委員会 委員長 黒田康之／副委員長 森田尚樹
委 員 段谷芳彦 神農貴大 金田哲夫 川合利幸 北岡修一 児玉 譲 宮﨑 清
西原将大 田口文彦 高木征太郎 内川晃一 吉田寿人

Tokyo Shintoshin Rotary Club RI Dist.2580
青少年奉仕委員会委員長 平岡 直記
（青少年交換担当）

基本方針
今年度青少年奉仕委員長を拝命致しました平岡直記でございます。
国の礎である青少年たちへの奉仕は、ロータリーの奉仕活動の中でも大切な活動の一つであると
考えております。
青少年奉仕活動としては、ロータリーと多くの地域の方々を巻き込み、そして青少年たちの行動
を通して、社会に利益を提供していく委員会にしていく事が大切であると思っております。
ただし前年度に引き続き，本年度の当委員会も，コロナ禍での様々な規制や制約の中，
活動がままならないところもあります。
コロナが落ち着き、今期から来期につながる準備活動も併せて出来ればと考えております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
活動計画
1. 「防災教育と音楽の集い」公立小学校にて開催
2. 「米山奨学委員会」との共同活動実施
3. 「わんぱく大相撲新宿大会」もしくは青少年少女参加の区民大会への金銭協賛と活動実施
委員長
副委員長
委 員

平岡 直記
金田 哲夫
藤枝 誠・神原正樹・南 孝二・森田尚樹・白坂桂一

ブランディング委員会委員長 佐々木 智
基本方針
新都心ロータリークラブが魅力的で価値あるクラブ作りに、会員一人ひとりが取り組んで来たことを
しっかりと継続し、今年度のテーマである「いつも元気だ！新都心」にするべく、ロータリー活動を
活発に行いながら尚且つ活動の中から感染者を出さない事を前提に会員同士の絆を向上させ
ブランド力を高めて参ります。
活動計画
コロナ禍で物事の在り方や考え方が大きく変化した状況に柔軟に対応しながら他のクラブの手本
となり会員を経済的、精神的にサポートして参ります。

委員長
佐々木 智
副委員長 吉田雅俊
委 員
浅利隆文・藤枝 誠・半場慎一・本多良美・伊藤道男・伊豆隆義・北岡修一
小川恵司・大瀧一喜・平 将明・栂野慶太・山口昭夫

公共イメージ向上委員会委員長 西原 将大
基本方針
① 公共的にロータリークラブの魅力やロータリアンの魅力を広く社会に浸透させる。
② 各会員の満足度の向上。
活動計画
① SNSを活用し、多くの方の目に触れるようにする。
② 各会員の満足度等を調査し、それの向上を図る。
委員長
副委員長
委 員

西原将大
白坂桂一
半場慎一・本多良美・内川晃一・和田佳久

会報委員会

会報委員会 委員長 黒田康之／副委員長 森田尚樹
委 員 段谷芳彦 神農貴大 金田哲夫 川合利幸 北岡修一 児玉 譲 宮﨑 清
西原将大 田口文彦 高木征太郎 内川晃一 吉田寿人

