
 
 

 

 

２０２２年４月２０日 
東京臨海 RC     【第１２３６例会】 

東京臨海北斗 RSC 【第４５回例会】 

 
「イニシエーションスピーチ」 

東京臨海ＲＣ会員 山田晃久様 

東京臨海ＲＣ会員 畠山孟賛様 

 
 

 

 

「イニシエーションスピーチ」 

東京臨海ＲＣ会員 大西洋平様 

東京臨海ＲＣ会員 榎本隆文様 

 

   

 

 

４月２０日の卓話 ５月１１日の卓話 

≪東京臨海ＲＣ・東京臨海東ＲＣ・東京臨海西ＲＣ・ 

             東京臨海北斗ＲＳＣ ４Ｒ合同例会≫ 

東京臨海 RC 創立２８周年記念例会 

2022 年 4 月 13 日 12：30～13：45 

東武ホテルレバント東京 4階「錦の間」 

東京臨海ＲＣ第 1235回例会 

東京臨海東ＲＣ第 1158回例会 

東京臨海西ＲＣ第 87回例会 

東京臨海北斗ＲＳＣ第 44回例会 

 

司会：井上ＳＡＡ委員長 

■点鐘：東京臨海ＲＣ    佐藤大輔会長 

    東京臨海東ＲＣ   今西 勇会長 

    東京臨海西ＲＣ   西野充英会長 

    東京臨海北斗ＲＳＣ 坂本康朋議長 

 
■国歌斉唱「君が代」 

：ソングリーダー：今井副委員長 

■ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 

■「四つのテスト」斉唱（歌） 

■「ロータリーの目的」東京臨海 RC抜萃 Ver.唱和 

：杉浦副会長 

 
■来賓・ゲストスピーカー紹介：佐藤大輔会長 

 
東京江戸川ロータリークラブ   

会 長 稲山雄一様 

 東京臨海東ロータリークラブ   

会 長 今西  勇様 

副会長 播磨義人様 
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幹 事 森山育子様 

 東京臨海西ロータリークラブ   

会 長 西野充英様 

副会長 大星太郎様 

幹 事 三橋 晶様 

 米山奨学生 レー・クオック・アン様 

ゲストスピーカー 東京臨海 RC副会長 杉浦孝浩様 

 

■ビジター紹介：内海会員 

 
 木村有由見様（吉成会員ゲスト） 

 

■東京臨海ＲＣ会長挨拶：佐藤大輔会長 

 
■来賓祝辞 

東京江戸川ＲＣ会長 稲山雄一様 

 
東京臨海東ＲＣ会長 今西  勇様 

 
東京臨海西ＲＣ会長 西野充英様 

 

■姉妹クラブ・友好クラブからの祝辞紹介 

姉妹クラブ・台北仁愛ＲＣ 王俊隆会長（ボノ会長） 

 
:祝辞紹介 

姉妹クラブ・バギオ・サマー・キャピタルＲＣ ベレネ

ーバ会長：ビデオメッセージ紹介 

 
友好クラブ・名古屋城北ＲＣ 竹内淑江会長：ビデオ

メッセージ紹介 

 
■乾杯：佐久間裕章直前会長 

 
■会長報告：佐藤大輔会長 

 
・東京江戸川ＲＣ様、東京臨海東ＲＣ様、東京臨海西Ｒ

Ｃ様よりお祝金を頂戴いたしました。ありがとうご

ざいました。 

・入会式 
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 東京臨海ＲＣ新会員 工藤義孝様 

① 職業分類：空調設備工事業 

② 推薦者：佐藤大輔会長・伊佐康暢会員 

③ カウンセラー：本多信雄会員 

④ 所属委員会：クラブ奉仕委員会 

 
■幹事報告：勝間田幹事 

 
・4 月 15 日（金）に開催されます「地区研修協議会」

に登録されている皆様は、出席をお願い致します。 

時間は、登録開始 12：30、開会 13：30、会場はホテ

ル椿山荘東京です。 

登録者の皆様へは、「事前確認事項」を送付させて頂

いております。受付場所等、詳しく記載されており

ますので、確認の上、出席をお願い致します。 

■委員会報告 

 本日、委員会報告はございません。 

■出席状況報告：秋田会員 

 
東京臨海 RC 

 会員数：62名 

出 席：39名 

欠 席：23名 

 出席率 63.93％ 

東京臨海北斗 RSC 

 会員数：21名  

出 席：11名（例会場：11名 ZOOM：0名） 

欠 席：10名  

出席率 52.38％ 

 

 

 

 

■ニコニコ BOX報告：伊佐委員 

 
(ご意向)創立 28周年、誠におめでとうございます。 

 ：稲山雄一会長（東京江戸川ＲＣ） 

(ご意向)本日は、28周年記念例会おめでとうございま

す。：今西勇会長・播磨義人副会長・森山育子幹事（東

京臨海東ＲＣ） 

(ご意向)東京臨海 RC 創立 28 周年記念例会、おめでと

うございます。：西野充英会長・大星太郎副会長・三

橋晶幹事（東京臨海西ＲＣ） 

(ご意向)合同例会、宜しくお願い致します。：羽鳥貞雄

様（東京臨海東ＲＣ） 

(ご意向)創立 28 周年記念例会、おめでとうございま

す。：中川剛様（東京臨海東ＲＣ） 

(ご意向)28周年、誠におめでとうございます。：栗山義

広様（東京臨海西ＲＣ） 

(ご意向)皆様、本日は、日程調整を頂き臨海ＲＣ創立

28周年記念例会にお集まり頂き誠にありがとうござ

います。：佐藤会長、杉浦副会長、勝間田幹事 

(ご意向)創立 28 周年記念例会、おめでとうございま

す。：斉藤会員、須藤会員、井上会員、寺田雄司会員、

見浪会員、須田会員、内海会員、畠山会員、舛本会員、

金城会員、渡辺会員、大西会員、今井会員、村社会員、 

小松啓祐会員、本多会員、柴田会員、篠塚会員、 

白井会員、今会員、濵田会員、髙橋会員、小田桐会員、 

秋田会員、小林誠会員、入澤会員、山田晃久会員、 

吉成会員、関口会員、酒井会員、佐久間裕章会員、 

樋口会員、田中会員、笹島会員、栗山会員、伊藤会員、 

櫻田会員、佐久間栄一会員、竹下会員、大貫会員、 

地引会員、伊佐会員 

(ご意向)本日、入会式です。宜しくお願いします。 

 ：工藤会員 

※東京江戸川ＲＣ様・東京臨海東ＲＣ様・東京臨海西

ＲＣ様よりお祝金を頂戴いたしました。 

 
■卓話 （紹介者：佐藤大輔会長） 

 
 

 

 

 

【50 件 183,000 円 今年度累計 1,531,000 円

円】 
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 「ロータリー地域社会共同隊（ＲＣＣ）について」 

  東京臨海ロータリークラブ副会長 杉浦孝浩様 

 
みなさんこんにちは。東京臨海 RC 副会長の杉浦です。 

今、会長から面白くといわれたんですが、とりとめの 

ない話になるかと思います。 

本日、卓話させていただくのは「ロータリー地域社会

共同隊（RCC）」といいまして、結成に向けて動いていま

す。なかなか分かりづらいこともあるかとは思います。 

私もこの団体を知って 1年ほどです。 

ロータリー地域社会共同隊のメンバーはその地域社会

に居住、就職、就学中のロータリアン以外の少なくと

も 10名以上の成年男女によって組織されます。 

ロータリアンは RCC を指導し、励まし、物的援助をサ

ポートします。RCCは自分たちの地域社会の手助けをす

る人手を提供します。ロータリアンではない人たちの

共同隊をつくり RC活動を支援するということです。 

なぜなのかといいますと、RCが求める 4つの内容とし

ましては、地域社会のエンパワーメント、クラブのイ

ンパクトを高める、参加者の基盤を広める。多様な参

加者を迎え入れ、新たなリーダー育成する。 

世界では同じような共同隊が 11000世界にあり、105か

国、250地区が参加してます。日本にも既にあります。 

RCC の結成方法は 2 通りあり、すでに活動していると

ころと結成する、新たなボランティアグループを結成

するの 2通りがあります。 

活発な地区が 2760地区、愛知の地域に 17RCCがありま

す。1993年にできた RCCがはじめとの事です。 

大きな活動をしているのは、愛知のこども支援 RCC が

活動していて、参考にしています。 

現在、2760地区で愛知こども支援 RCCの会員メンバー

はなんと 179名のメンバーがいます。 

そこでは困難を抱える子どもや家庭の支援、こどもの

公益的利益に対して活動する団体が持続可能で発展的

な活動になるように支えあう会であり、中間支援団体

として活発に活動しています。 

臨海ではこちらをモデルケースにしています。 

その中で臨海がなぜ関わろうかといいますと、今年度、

私が地区の副幹事を仰せつかっており、社会奉仕活動

の中でこの RCC を知りました。らいおんはーとこども

食堂、フードパントリーと同じように何かできないか

と考えました。 

しかし、支援はできるが場所がない。との事でらいお

んはーとさんにつないだところ、すごく良い状態にな

り、毎月、多くの大企業さんから廃棄する予定の食品

を支援する形が出来ました。 

そこから、RCで人脈における支援が出来たと感じ、RCC

のプログラムで支援できるのではとの事で構築が始ま

りました。 

らいおんはーとさんのスタートは不登校、進学支援、

フードパントリ―、こども食堂と多くの支援を展開し

ていて、フリースクールでは学校の出席に認められる。

という素晴らしい活動となっています。それでも課題

として、人、場所、資金、ノウハウなど抱えています。 

その部分などをこの RCC を通じて解決できるのではと

考えています。 

臨海が取り組む RCC の目的としては、まず江戸川区内

の貧困の子どもたちを持続的に支援することを目的と

して設立しました。 

RC と行政、RCC の三位一体の構造を作り、活動しよう

と考えています。行政の把握する困窮者情報、そして

支援する RC、そして地域にて活動する RCC。 

主には、子ども食堂の拡大、フードパントリーの拡大、

キャリア支援など様々なことに取り組んでいこうと思

います。 

RC の基盤を活用し、RCC の構造を作っていきたいと思

います。RCCで提唱している支援としては、現在模索し

ていますが、認証の手続きを進めています。 

「江戸っ子ぬくもり応援 RCC」という名称を決め、申請

を進めております。 

作ってからが大切ですので、持続的に活動が出来るよ

うにしていかなければいけません。名古屋のように多

くの人が集まってくれる RCCを目指しています。 

RCCでは我々がもつ知恵などをつかい、何か支援が出来

る人たちとつなげ、活動を支えていきたいと思います。 

2年前の地区大会の時に、当時私はクラブ幹事をしてい

まして、千玄室国際ロータリー会長代理のお話の中で

「ロータリアンはバッチをつけているだけではロータ

リアンではない。汗水たらして、いろいろな寄付をし

たり、地域や支援など様々な活動を通して、本当のロ

ータリアンなんだ。」というお話を伺い、この言葉が非

常に印象に残っています。また、「高潔性も磨け！」と

言われたことも印象にあります。 

今日のお話では簡単で、わかりづらい部分もあったか

と思いますが、私からの「ロータリー地域社会共同隊」

のご説明とさせて頂きます。 

ありがとうございました。 

 

■点鐘：東京臨海北斗ＲＳＣ 坂本康朋議長 

東京臨海西ＲＣ   西野充英会長 

東京臨海東ＲＣ   今西 勇会長 

東京臨海ＲＣ    佐藤大輔会長 

 
 

 

 

 

当クラブ例会変更 

4月 27日（水）休会（祝日週） 

5月 4日（水）休会（みどりの日） 


