2019 年 4 月 3 日 【第 1134 回】

4 月 3 日の卓話

3 月 27 日の出席率

4 月 10 日の卓話

会員在籍者数
36 名
鈴木隆雄ガバナー補佐訪問
会員出席者数
17 名
ＤＶＤ「ロータリーものがたり」
会員欠席者数
19 名
（奉仕の思想の発生と成長）
「地区研修協議会実行委員会
本日の出席率
51.52％
全体会議」
前々回訂正出席率 77.14％
≪第 1133 回例会報告 2019 年 3 月 27 日≫
司会：斉藤会員
■点鐘：本多会長
■ロータリーソング斉唱「日も風も星も」
：ソングリーダー 白幡会員
■「四つのテスト」斉唱（歌）
■「ロータリーの目的」
東京臨海 RCVer.唱和：高橋会員
■来賓・ゲストスピーカー紹介：本多会長
ゲストスピーカー 大西洋平様（当クラブ会員）
公益財団法人東京青年会議所江戸川区委員会
委員長
佐久間裕章様（当クラブ会員）
会計幹事 石井泰次郎様、岩楯佳司様
■ビジター紹介：高橋会員
山岸文男様（東京城東 RC）
■ご挨拶
大坂広之様（髙橋会員ゲスト）
公益財団法人東京青年会議所江戸川区委員会
委員長
佐久間裕章様（当クラブ会員）
会計幹事 石井泰次郎様、岩楯佳司様
昨年度のご報告です。第 42 回江戸川区わんぱく相撲
ですが、約 700 名の参加者でした。江戸川区は 23 区
の中でも最も学校が多い地区です。しかし全体の参
加人数が 1 位に達していない現状です。第 43 回は
1000 名を超えるような会にしていきたいと思います。
■会長報告：本多会長
・わんぱく相撲協賛金を東京青年会議所江戸川区委員
会に贈呈
・東京臨海西 RC の国際ロータリー加盟認証状伝達式が
5 月 11 日（土）に開催されます。申込締切は、本日
中ですので東京臨海 RC 宛お申込お願い致します。
・4 月 10 日（水）は、鈴木隆雄ガバナー補佐訪問日で
（司会をやったのは。何年ぶりだろう！ 斉藤会員）
す。今年度・次年度のガバナー補佐・分区幹事の皆
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様 7 名が出席下さいますので、お迎えする当クラブ
会員も、大勢の出席をお願いします。
■幹事報告：佐藤大輔幹事
・地区納めの会は、6 月 19 日（水）19 時よりハイアッ
トリージェンシー東京にて開催されます。出席希望
の方は、東京臨海 RC 事務局宛、5 月 22 日までにお
申込下さい。
（登録料：15,000 円）
・第 1 回 RYLA 報告交流会は、5 月 18 日（土）15 時よ
り、主婦会館プラザエフにて開催されます。出席頂
ける方は、4 月 10 日までに、東京臨海 RC 事務局宛、
お申込下さい。
（登録料：10,000 円）
・東京臨海東 RC ロータリー財団地区補助金プロジェク
ト「葛西臨海公園 西なぎさ 竹ひび設置プロジェ
クト関連、西なぎさビーチクリーン活動」が、3 月
24 日（日・終了）と 4 月 28 日（日）に行われます。
参加頂ける方は、4 月 17 日までに東京臨海 RC 事務
局宛、お申込お願い致します。
・公益財団法人米山梅吉記念館より、館報 2019 年春号
（Vol.33）が届きましたので回覧致します。
・当地区 2017-2018 同期会が主催・運営して行われる
「4 人のスターシェフによる～一夜限りの美食の饗
宴～聴導犬チャリティーディナー」のご案内が届き
ました。開催日 5 月 13 日（月）
、会場セルリアンタ
ワー東急ホテルです。会員皆様のメールボックスに
パンフレットをお入れしましたので、出席希望の方
は、東京臨海 RC 事務局宛、4 月 10 日（水）までに
会費 20,000 円を添えてお申込下さるようお願い致
します。

■委員会報告
・地区研修協議会実行委員会（高橋副実行委員長）
4 月 10 日（水）と 4 月 17 日（水）の例会後、午後 2
時まで、地区研修協議会実行委員会全体会議を行い
ますので、会員皆様の出席をお願い致します。4 月
10 日は全体の流れの説明と確認、4 月 17 日はリハー
サルを致します。
■出席状況報告：勝間田会員
⇒詳細 1 頁バナー下に掲載。
■ニコニコ BOX 報告：井上会員
(ご意向)本日、卓話をさせて頂きます。宜しくお願い
致します。
：大西会員

(ご意向)大西様、本日の卓話、非常に楽しみにしてい
ます。
：本多会長、佐藤大輔幹事、井上会員、須藤会
員、櫻田会員、髙橋会員、勝間田会員、杉浦会員、
山田会員、入澤会員、田村会員、斉藤会員、酒井会
員

【14 件 34,000 円

累計 1,580,241 円】

■卓話
「江戸川区政における主な取り組みと
今後の課題について」
江戸川区議会議員
江戸川区議会自民党筆頭副幹事長
大西洋平様（東京臨海 RC）
江戸川区の人口が 69 万人です。世田谷、大田、足立
についで多いです。政令指定都市でいうと、岡山市、
静岡市と同じ規模です。職員は 5000 人以上→4000 人
弱となっています。
（リストラではない）花と野菜の出
荷額、公園面積、街路樹など 23 区で 1 位を獲得してい
ます。子育てしやすい区で 23 区 1 位 私立幼稚園保護
者負担軽減（26000 円月額支給）、区立幼稚園保育料、
区立小学校数 71 校など 1 位です。介護認定が 23 区で
1 番低い＝お年寄りも元気で暮らしている区です。議
員についても他区よりも少なく、少数精鋭で頑張って
いる区です。

区議会の中では質問数は自民の中では 1 番の私です。
私の施策の 1 つが「災害に強いまちづくりの推進」 2
つが「区内産業（企業）支援策の充実」 3 つが「熟
年・子育て支援策、教育環境の充実」 4 つが「スポ
ーツ振興の推進」 5 つが「公正・公平な税運用の推
進」です。2 は重要で、企業無くして江戸川区は発展
しないということです。江戸川区花火大会ですが、120
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万人。すみだがわ花火大会が 96 万人なので、規模が大
きいです。花火大会の費用が 1 憶 3000 万くらい掛かっ
ています。予算で区が出しているのが、5000 万くらい
です。残りは企業などの寄付で賄われています。凄い
ことです。また災害対策でもご協力を頂いています。
各団体の 102 団体と防災協定を結んでいます。地震の
時はトラック協会に支援物資を届けるために、助けて
いただきました。

組んでいます。アスリートに近付いている人たちの遠
征費用がかさむ件で、ご家庭の負担が非常に大きい。
区で支援することとなったが、支援対象がオリンピッ
ク強化支援選手などの規定であったために、変更して
いきました。21→41 名に枠が広がりました。生活保護
の件ですが、真に困った人に渡るようにしていきたい。
警察のＯＢなどを雇用して、悪質受給者の見回りをし
ている。

皆様のご期待に添えるようにこれからも 100 のこと
で 1 つの実現ではないですが、現実にするのが仕事の
メインでもありますので、しっかりと皆様の声を施策
に生かし、自分で見識を深めた施策を多く取り組んで
いくことが仕事だと思っています。これからも頑張り
たいと思っています。

江戸川区は橋が少ないと言われており、震災の時に
橋がなくて帰宅困難が大変であった。橋から次の橋ま
で 8 キロメートルも離れている。橋の建設を検討する
こともある。体育館の空調も整備していかないと、避
難所は体育館なので、避難所で熱中症となってしまっ
ては困る為に、方針を示していくことです。小学校の
給食ですが、民間でできることは調理委託をしており
ます。90 校以上です。24 憶円の予算です。また宅配便
の再配達が社会問題です。トラックのＣＯ2 の排出が
42 万トン（江戸川区の面積の 3 倍の杉林が年間で吸収
するＣＯ2 の量）で凄いことになっています。荷物が 1
回で届くようになれば、様々なエコにつながることに
なります。ドライバーは 1 回行ったらいくらの世界で
はなくて、荷物を渡したら数百円という世界です。エ
コタウン推進計画というものを 10 年に 1 度作成してい
ます。戸建て住宅向け 1000 世帯を対象に、宅配ボック
スの設置を試験的に行っています。区内で 6 か所 住
民票を取ったりできる施設がありますが、そこの入り
口にも宅配ボックスの設置を試験的に行っています。
スポーツの場がなかなか出来ない問題について、
様々な活動をしておりますが、屋内スポーツ施設を一
つ設置いたしました。子供たちの運動する場を提供し
続けていきたいです。江戸川区はスポーツ夢基金とい
うのがあります。これが 23 区では江戸川区だけが取り

■点鐘：本多会長

ロータリーをもっと知ろう
今回は、国際ロータリーのページのＴＯＰ画面を勉強
してみましょう。見たことある人ならすぐわかります。
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世界を変える行動人
ロータリーでは、地域に根づいて活動する会員たちが、
地元や世界に持続可能な変化をもたらすために行動し
ています。

人と人とをつなぐ
私たちは 120 万人、35,000 以上クラブの会員から成る
ネットワークです
私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして
自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、
人びとが手を取り合って行動する世界を目指していま
す。

平和の推進
疾病との闘い
水と衛生
母子の健康
教育の支援
地域経済の発展

特集記事

地域社会を変える
私たちはローカルに考え、グローバルに行動します
情熱と責任感のあるロータリー会員は、それぞれの経
験やスキルを生かして、根強い問題にも粘り強く取り
組んでいます。私たちは、長期的に考え、持続可能な
影響を残すことを目標としています。
1,600 万：1 年間についやすボランティア時間

リーダーのネットワークへ
クラブの活動、交流イベント、ボランティア活動など、
これらすべてが人脈とビジネスネットワークを築く機
会となります。海外のクラブも訪問できるので、その
チャンスはさらに広がります

地元や世界の人びとを支援する活動にご協力ください
ニーズを見極め、解決する
課題を「機会」ととらえるのがロータリー流の発想で
す
110 年以上にわたり、世界の切迫したニーズに応える
ために、平和の促進、非識字と貧困の緩和、きれいな
水と衛生設備の提供、疾病の予防と治療に取り組んで
います。
25 憶人の子供たちにポリオ（小児マヒ）の予防接種を
提供

あなたのロータリーストーリーをご紹介ください。
ロータリーだからできることがある。

