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東京丸の内ロータリークラブ 

 

第５４回 例会議事録 

 

最終例会 

（NPO 法人 親子はねやすめ様 贈呈式） 

 

２０２０年６月１７日(水) 

 

  会場 センチュリーコート丸の内 

      アカンサスノース・ルーム 

     

① プログラム 

◆ 司会進行    古山 真紀子 会⾧ノミニー 

◆ 開会点鐘    尾崎 由比子 会⾧ 

◆ ４つのテスト  玉木 仁 副会⾧ 

◆ 乾杯      尾崎 由比子会⾧ 

「皆様のご協力のもと 2019-20 年度、無事に最終

例会の日を迎えることが出来ました。心より感謝

申し上げます。乾杯。」（尾崎会⾧より乾杯用シャン

パン〈ノンアルコール〉のプレゼント） 

◆ ゲスト・ビジター紹介 今井 菜美子 副幹事 

ビジター 

・NPO 法人親子はねやすめ 代表理事 

 東京神田 RC 宮地 浩太様  

◆ ニコニコ報告  鷲澤 充代 会員 

・東京神田 RC、NPO 法人親子はねやすめ 

代表理事 宮地浩太様 

「いつも応援ありがとうございます」 

 
・尾崎由比子 会⾧ 

「本日無事に最終例会を迎えることができました。

皆様ご協力どうもありがとうございます。宮地様

本日はお越しいただき、ありがとうございます」 

・古山真紀子 会計・会⾧ノミニー 

「無事に最終例会を迎えられて嬉しいです。来

期もよろしくお願いします！」 

・臼杵紗季会員 

「尾崎会⾧、皆様、本年も大変お世話になり、有難

うございました」 

② 会長挨拶   尾崎会長 

皆様、改めましてこんにちは。皆様のご協力の下に

本日最終例会を迎えることが出来ました。心より

感謝申し上げます。少しお時間を頂戴いたしまし

て、ご挨拶をさせて頂きたいと思います。 

 

前年度終わりから今年度前半は丸の内にとって危

機的状況でした。 

 

今年度は、3 代目会⾧が幹事・会計・副会⾧すべて

を兼任、委員会未編成という状況でスタートしま

した。 

結果的にクラブは活動停止状態となり、半年間、奉 
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仕活動ゼロ、親睦会ゼロ、会員増強ゼロ、理事会の

議事録提出ゼロ、例会もほとんどが会員の話し合

いで終わり、ホームページの更新は会⾧挨拶を差

し替えただけでした。 

引き継ぎもなく、データも残さず、会⾧・幹事・副

会⾧が任期途中で退会しました。 

 

そのような中で後期が始まり、期せずして私は

2019−20 年度の後期から会⾧としてクラブをお預

かりすることになりました。 

幹事の嘉納会員、会計の古山会員、副会⾧の玉木会

員、副幹事の今井会員、という理事メンバーでクラ

ブを元の状態に戻すべく、この半年間、夢中でやっ

て参りました。 

 

すぐにクラブの立て直しにかかったものの、新型

コロナウイルス感染拡大による自粛という誰もが

経験したことのない事態となりましたが、他クラ

ブが休会を余儀なくされている間も丸の内はオン

ラインを利用しながら例会を休まず実施すること

ができました。 

 

この短い期間で細則の改訂、慶弔規程の新規作成

も行いました。 

新しい会員も 2 名お迎えし、粛々と、でも楽しく活

動をすることができました。 

 

奉仕活動はこの半年で、 

①オーストラリア森林火災プロジェクト（シドニ

ー ノースブリッジ RC）古山さん 

～「この森林火災に何か出来ないかなあ？」という

つぶやきから、古山会員が、「私オーストラリア人

の知り合いがいます」となり、あっという間にシド

ニーのノースブリッジ RC につなげて下さり、そこ

のプロジェクトに参加させて頂きました。３日間

くらいの早業でした。素晴らしいと思いました。 

 

②手作りフェイスシールドプロジェクト 古山さ

ん、玉木先生、高木さん、桑原さん 

～コロナの自粛期間中にいち早くスタートしたプ

ロジェクトです。本当にはさみでチョキチョキ製

作をし、まだ何もモノがない状態の所にお送りで

きました。数は少ないながらも非常に喜ばれまし

た。玉木会員は作り方の動画ビデオを作って下さ

り、髙木会員は入会したてなのに、病院や介護施設

などの送り先を紹介してくださいました。 

 

③例会場応援プロジェクト 嘉納先生 

～嘉納会員が「センチュリーコートもコロナ自粛

で大変なので応援しよう」と提案くださり、いろい

ろと考えた結果、例会でお支払いするはずだった

お食事代を、「後にコロナが収まってからお好きな

方と好きなタイミングでお食事が出来るように」

と、お食事券の形に変えて皆様に還元しつつ、例会

場も応援することといたしました。 

 

④WWF フードロス 継続プロジェクト 

 

⑤親子はねやすめ コロナ感染下病児家族応援プ

ロジェクト ベースは藪口さん 

～丸の内は今年地区補助金を戴くことになってい

ました。それはサイレント・フットのイベントが開

催される前提で申請したものですが、中止になっ

てしまいました。そのために購入したサッカーボ

ールをどうやって役立てようかとなった時、サイ

レント・フットの時にご協力頂きました宮地様の
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「親子はねやすめ」にご相談したところ、障害児を

抱えるご家族へのご奉仕とさせて頂くこととなり

ました。また、コロナ禍でも安全に遊んで頂くため

に、マスクもお付けしてお贈りすることとしまし

た。 

 

このような状況の中で、これだけの活動を実施出

来たのは、ここにいらっしゃる会員の皆様の前向

きな発案、実行力の賜物だと思っております。ご協

力に深く感謝申し上げます。 

 

 

本日は例会後にクラブ協議会があり、次年度会⾧

から次年度の方針、活動目標についてのお話があ

ります。 

 

私は丸の内設立までの１年間は議⾧として、加盟

認証をいただいてからは創立会⾧として合計約２

年間、のべ３年間クラブ運営にあたってきました。 

その間にはいろいろなことがありましたが、多く

の場合はロータリークラブの組織の仕組みを理解

していない、勘違いしているところから問題が起

きることが多いので、最後にその話をしたいと思

います。 

 

ロータリークラブの管理主体は理事会です。 

 

会⾧は社⾧とは異なります。クラブ会⾧は、１年間

クラブを預かり、例会や理事会の運営を担います。

各委員会の目標を立て、クラブ委員会の決定に参

加、予算を監督、ガバナー公式訪問に備え、会員の

親睦行事の開催、地区行事の参加を促し、ガバナー

と国際ロータリーからの重要な情報を会員に伝え

る役割を担います。 

 

幹事はクラブの事務作業を担当します。理事会や

例会、協議会の議事録をつけたり、出席を管理し、

出席レポートをガバナー事務所に提出したり、ク

ラブでの連絡や書類の管理などを担当します。 

 

1 年経てば、会⾧も幹事も預かったクラブを次の会

⾧・幹事に引き継ぎます。 

理事会には直前会⾧、会⾧、会⾧エレクトがメンバ

ーとなっていますが、それはクラブが単年度で全

く違う方向性にならないよう、⾧期の計画のもと

に運営がされるように考えられており、その年の

会⾧をその期の前後の会⾧がサポート出来るよう

な仕組みになっています。 

理事会が管理主体であるというのは、このような

理由からです。 

ロータリークラブの認証を受け、名前を名乗るわ

けですから、クラブ運営の基本はロータリーの定

款に則り、⾧い歴史の中で培われてきたロータリ

ーのやり方に従わなければいけないのは当然のこ

となのです。 

 

皆さんにも会⾧や幹事、会計など役割が必ず回っ

てきます。 

その時に困らないように是非とも今からロータリ

ークラブの仕組みを理解するように心がけてくだ

さい。 

 

正しい知識のもと、東京丸の内 RC が何年も、何十

年、１００年続くようなクラブに成⾧するよう、そ

の時々の会⾧・幹事を支え、クラブ運営に協力し、

盛り上げていっていただきたいと思います。そし

て、これから入会してくる会員が、もしかしたら間

違った考え方をするかもしれません。その時には

やさしく導いてあげていただきたいと思います。 

 

コロナ禍で私達は人間社会の危うさも実感しまし

たが、同時に健康であることの有難さ、協調し助け

合うことの尊さ、心から感謝するという素直な気

持ち、を再確認できたと思います。 

今あるものに感謝し、利他の心を持ち、次年度も嘉

納会⾧・今井幹事のもと、心が温かく豊かになるよ
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うな体験をして参りましょう。 

 

半年間の皆様のご協力に心より感謝申し上げます。 

どうもありがとうございました。 

 

◆ オンライン例会参加の方へのキャッシュバッ

ク（１回あたり 1,000 円）および例会場応援プロジ

ェクトの「お食事券」の授与 

 

◆ 贈呈式 

NPO 法人 親子はねやすめ 宮地代表理事 

・以下奉仕品として贈呈いたします 

 サッカーボール ３０個 

 布マスク    ３０枚 

 

 

【宮地様 ご挨拶】 

皆さん、こんにちは。NPO 法人親子はねやすめの

宮地でございます。 

2 年前に味の素スタジアムにおきまして、「サイレ

ント・フット」という障害のある方もサッカーを楽

しもうという大会にお招きいただきました。夏休

みの暑い日でしたが、医療的ケアの必要な子供た

ち（人口呼吸器など）を連れ、その兄弟も誘って、

参加させて頂いたのが、丸の内さんとの最初の出

会いでした。そして今日、お招きいただきました。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 日本は小児救命医療が非常に進んで、世界の中

でも「子どもが亡くならない」ナンバー１です。そ

の中で、どうしても命は救えたが、日常の生活が送

りにくいお子さんがいらっしゃいます。中には人

口呼吸器をつけていないと、自ら呼吸できないお

子さんもいます。医療的ケアとして生命維持装置

を付けていないと生きていけないお子さんは全国

に１万８千人ほどいて、年々増えています。命が救

われるのは喜ばしいことですが、健常児のお子さ

んとは違う生き方をしなくてはいけません。その

ようなお子さんでも、今は自宅で療養します。生ま

れたてのお子さんは２４時間体制でお母さんが付

きっきりで、呼吸器のケア、たんの吸引、母乳を鼻

から点滴のように与えます。そうするとお母さん

は眠る暇がない。お父さんは仕事に行っている。そ

こに兄弟児がいても構ってあげられない、という

ご家庭がすごく多いです。私共は、そういったご家

族に何等かの形で羽を休めて頂くために、医療者

と連携しながらサービスを提供している団体です。 

 私達の団体の思いは「家族には生きる勇気をも

って欲しい」。なにせ寝ていないですから。特にお

母さんは、子どもの将来のことを考えて大変な毎

日を送っています。そうすると、疲弊して孤立して

しまいます。家族だけでなく、社会とのつながりを

感じて欲しい、と。社会が家族のそばに寄り添う、

ということです。 

 人口呼吸器をつけていますとお出かけ出来ませ

ん。病院にも、バギーに酸素ボンベ、機械、メータ

ーを付けた形で連れていきます。バスに乗りたく

ても、通勤通学時間は乗れません。 

 第 2 子が医療的ケアの必要な子どもですと、第

１子は非常に寂しい思いを致します。甘えたいと

ぐずれる子はいいのですが、年が離れていると我

慢します。健全な成⾧を望みにくい状況です。また

意外にも離婚率が高い（健常児を持つご家庭の５

～６倍）です。休みの日にもお父さんに遊んでもら

えません。 

 そんな中でも、兄弟児には社会とのつながりを 
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持って逞しく育って欲しい。社会的なしくみから

すると、障がいを持っている方は施設に通うもの

となっています。そこからでも社会の中で働ける

ような動きは出てきていますが、まだまだです。 

 われわれの活動をビデオにしましたので、ご覧

ください（ビデオ上映）。 

 今ご覧いただいたのは３つの活動です。旅行、兄

弟児を中心とした活動、そしてデートリップ（日帰

りのバーベキュー、演奏会など）です。これが、コ

ロナで全部だめになりました。２～３月に予定し

ていたものはすべて中止になりました。このまま

ではまずいということで、オンラインを使った活

動をしようと、Zoom を使ってミニコンサートを行

うことを決定して準備を進めています。これは、東

北の震災以降ご協力いただいている現地の方々に

ご協力いただきました。親子はねやすめのホーム

ページやユーチューブでもご覧になれます。こう

したご家族とのつながりを切らない、つながって

おく、というアプローチで、定期的に行っていきま

す。 

 このように私達の活動をご案内いたしました。

頂きました皆様のご厚意が家族に届けられること

で、ご家族の喜ぶ顔が目に浮かびます。今年３月に

は東京都に認定 NPO の申請をしました。ご寄付に

ついては税額控除が出来るようになります。ぜひ、

末永く見守っていただき、関わりを持って頂きた

いと思います。サッカーボールとマスクを活動に

利用させて頂きます。機会がありましたら、またご

報告いたします。ご清聴ありがとうございました。 

 

（尾崎会⾧）宮地様、ありがとうございました。宮

地様はこの活動のほか、会社の社⾧さんでもいら

っしゃいます。お忙しい中このような活動をして

いらっしゃるのは、本当に尊敬すべき方だと思い

ます。障害児の親が大変なのはわかりますが、ご兄

弟も大変な思いをされているのがよくわかりまし

た。今後参加型の活動も考えていきたいと思いま

す。どうもありがとうございました。 

③ 幹事報告   嘉納幹事 

⑴ 慶弔規程について 

前回の例会で細則の改訂を皆様にご紹介しまし

た。それと付属して慶弔規程を鷲澤先生の絶大な

るご協力にて作成することが出来ました。これを

皆さんにメールでお送りしますので、７月の例会

でご承認をお願いします。 

半期幹事を務めさせていただきました。皆様の

ご協力どうもありがとうございました。 

④ 出席報告 鷲澤会員 

会員数 10 名 ゲスト 0 名 

出席数 10 名* ビジター 1 名 

欠席数 0 名 出席率 100％ 

  *うち１名オンライン参加 

 

花束贈呈（会⾧・幹事・事務局） 

 

◆ 閉会宣言 （尾崎会⾧） 
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 今後の予定 

7 月 8 日 

第 55 回例会 

初例会 

クラブ協議会 

７月 22 日 

第 56 回例会 

ガバナー補佐訪問 

クラブ協議会 

 


