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登録開始
開会
ガバナー挨拶
奉仕のつどい実行委員会委員長挨拶
地域社会奉仕委員長挨拶
奉仕活動奉仕事例発表
東京みなと RC ( 千代田 G)
「盲導犬出張教室キャラバン」
東京シティ日本橋 RC( 銀座・日本橋 G)
「日本橋中学校生徒へのオリンピック教育」
東京大井 RC ( 京浜 G)
「大井水神社ホタルプロジェクト」
東京愛宕 RC ( 山の手東 G)
「創業支援塾」
休憩
奉仕活動奉仕事例発表
東京成城新 RC( 山の手西 G)
「ロータリーの畑」
東京町田 RC( 多摩南 G)
「幼児画展」
東京武蔵国分寺 RC( 多摩中 G)
「水ロケット制作発射体験会」
東京調布 RC( 多摩東 G)
「養護施設の子供達をスポーツ観戦に招待する事業」
休憩
スポーツ文化支援委員会からのお知らせ
国際奉仕委員長挨拶
東京城南 RC( 山の手西 G)
「マングローブ植樹プロジェクト」
東京中央 RC( 銀座・日本橋 G)
「パラオミクロネシア医療教育支援プロジェクト」
東京蒲田 RC( 京浜 G), 東京三鷹 RC( 多摩中 G)
「空飛ぶ車椅子プロジェクト」
国際親善委員長挨拶
東京小金井 RC( 多摩中 G)
「2750 地区友情の奨学金」
奉仕プログラム委員長挨拶
講評 地区研修リーダー
「」プロジェクト名称
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2018年3月27日(火)
12時10分
赤坂区民センター ３階
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〒107-0052 港区赤坂4-18-13

参加費

:

無料

お問合せ先 :

メイキャップ扱いとなります。

rid2750register@pags.jp

奉仕のつどい
奉仕プログラム情報交換会

Rotary Serving Humanitiy
March 27,2018

RID2750
2017-18 年度 奉仕のつどい実行委員会

東京みなとRC

ごあいさつ

【盲導犬出張教室キャラバン】

ガバナー

猿渡 昌盛

今年度も、地区内各クラブの奉仕事例
を発表「奉仕のつどい」を、奉仕プロ
グラム委員会の主催により開催致しま
す。発表クラブの奉仕事例を参照に、
各クラブの今後の活動の参考に、次年
度も補助金を使った素晴らしい事業を
行って戴きたいと思います。
Rotary.Org でも奉仕事例の紹介としてロータリー・ショーケースが
設けられおり、各委員会やクラブでの奉仕事例をアップデート出来ま
す。是非、皆様にはご覧いただき、ご検討ください。しかしながら、事
例を参考にすることは出来ても、立案から実践までの過程や、煩雑な
手続の問題等の実際の苦労に付いては担当者の話を聞く事が大事だと
思います。特に、他クラブとの合同奉仕事業では、相互の理解と協力
が必要です。今回は、PBG での奉仕事業の紹介も有りますが、たくさ
んのクラブのご支援とご協力をお願い致します。参加登録戴く各クラ
ブ会員には、是非、五年未満の新会員のご参加もお願い申し上げます。

日本盲導犬協会とタイアップして、港区内の小学校を訪問し４年生
を対象に、盲導犬の出張教室を実施している。道徳の時間 90 分を
いただいて実施。今年で７年目になるが、区内小学校 12 校で実施
するまでになった。

東京シティ日本橋RC
【日本橋中学校生徒へのオリンピック教育】
日本橋中学校に日本オリンピック委員会の竹田会長とリオオリン
ピック銀メダリストの飯塚選手を招いて「夢を叶える講演会」を開
催し、生徒達の東京オリンピックへの参加意識を喚起した。

東京大井RC
【大井水神社ホタルプロジェクト】
地域の子供達に自然環境保護の大切さを知ってもらうために、大井
水神町会と協賛で諏訪大社水神宮の池に源氏ボタルの幼虫 500 匹
を放流した。６月中下旬に沢山のホタルが羽化して、近隣の子供達
が鑑賞できた。

東京愛宕RC
【創業支援塾】

奉仕プログラム委員会
委員長 斎木 修次
日頃は奉仕活動にご尽力いただき大変ありがとうございます。今年度
も 2750 地区内において非常に多くの奉仕活動が行われてまいりまし
た。しかし各クラブの会員の皆様にこの活動の内容を充分にお知らせ
する機会はなかなかありません。また奉仕活動を実際に行うに当たり
様々な障害や壁を乗り越えなくてはならない事もあります。これらを
地区メンバーの皆様と共有することで、今後の各クラブの奉仕活動の
ヒントや運営上の参考になればありがたいと考えています。
私達 2750 地区のクラブにおける奉仕活動の全貌を体感いただき、入
会まもない会員の意欲アップにつなげられる「つどい」にしたいとも
考えています。奉仕活動に関わる皆様は、一人でも多くご参加下さい
ますよう心よりお願い致します。

奉仕のつどい実行委員会

委員長

太田 嘉正

地域社会奉仕委員会

委員長

大日方 真

国際奉仕委員会

委員長

熊谷 春水

国際親善委員会

委員長

御手洗 美智子

創業や事業転換を目指す人への支援塾。参加者に現況と将来の夢の
ギャップを認識してもらい、成功者の苦労や体験を聞いて、同じ夢
を持つ者同志の出会い、話し合いの場を提供する。今年７回目の創
業塾を行った。

国際奉仕委員会 & 国際親善委員会
【パラオ・ミクロネシアへの医療・教育支援プロジェクト】
環太平洋地域のグアム、サイパン、パラオ共和国、ミクロネシア連
邦の４ヶ国（PBG）中で、パラオ共和国とミクロネシア連邦へは
医療・教育における支援を行っていきます。パラオ共和国へは肥満
予防支援、ミクロネシア連邦へは、リューマチ性心臓疾患検査機器
購入による医療支援、東京ホームステイ体験、などをベースとした
教育支援を企画しております。

東京城南RC
【マングローブ植樹プロジェクト】
2009 年 姉妹クラブ・マカティサウスＲＣの協力のもと、比国パナ
イ島カリボ村に約 10ha の植樹地を確保、RotaryLand と名付け、
マングローブの植樹を開始。2010 年「第 6 回ロータリーフェロー
シップラリー」の収益金を同事業に充当し本格活動。2011 年には
記念モニュメントを設置しました。

東京成城新RC
【ロータリーの畑】
継続事業でロータリーの畑を作って、世田谷区立給田福祉園と社
会福祉法人福音寮の人達に、土と親しみ収穫の喜びを体験しても
らうよう、じゃがいもやさつまいもなど植え付けから収穫までを
体験してもらっている。

東京町田RC
【幼児画展】
町田市内の幼稚園・保育園の年長さんの作品を展示し、幼児の情
操教育の応援を行う催し。毎年違うテーマを決めて、そのテーマ
に沿った作品を展示し、その中で優秀賞、入賞、入選作品を選ん
で、表彰する。姉妹クラブである台中中区ロータリークラブが行っ
た幼児画の作品も同時に展示して、相互交流を実施している。

東京武蔵国分寺RC
【水ロケット製作発射体験会】
昭和 30 年糸川博士率いる東大生産技術研究所が、国分寺市で全
長 23cm の「ペンシルロケット」発射実験を行い、国分寺市は宇
宙開発発祥の地となった。それを子供達に伝えようと「水ロケッ
ト制作発射体験会」が始まり、当クラブはそれを共催している。

東京調布RC
【養護施設の子供達をスポーツ観戦に招待する事業】
青少年の健全な成長の一助となるよう、養護施設である社会福祉
法人六踏園調布学園の子供達をスポーツ観戦に招待する事業を継
続して実施することにより、奉仕することの大切さを感じてもら
う場を提供している。
東京蒲田 RC & 東京三鷹 RC
【空飛ぶ車いすプロジェクト】
日本国内で廃棄される車いすは、一年で約 25 億円相当になりま
す。「その車いすを再利用して役に立てよう」というのがこのプ
ロジェクトの始まりです。現在、東京中央 RC、東京三鷹 RC、
東京蒲田 RC 中央大学 Rotaract Club、大森学園高等学校
Interact Club が協力し合い、中古の車いすを修理・再生し、海
外へ届けております。
東京小金井 RC 国際親善委員会
【2750地区友情の奨学金】
スポンサークラブをリレー方式にバトンを渡して「友情の奨学金」
を継続性に重きを置き実施しています。PBG の苦学生の学費補助
（特に離島出身者の経済基盤は厳しい）グアム大学の学生で将来地
域に帰って活躍する人材育成の一助になることを願い実施してお
ります。

