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会長挨拶 「子どもたちのために」
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磯田壯一郎

キワニスクラブは100年余り前にアメリカのデトロイトで最初に結成されました。社
会奉仕団体にはいろいろありますが、キワニスクラブの特徴は「世界の子どもたちに
奉仕する」ことに重点を置いて活動している点にあります。こうした観点から当クラブ
では病気の子どものための「キワニスドール」の作成、孤食の子どもたちのための「子
ども食堂」等の開催、児童養護施設卒園者のための奨学金、子どもたちの健全な育成
に寄与する団体に対する表彰など各種の活動に取り組んでおります。明日の世界を担
うのは子どもたちです。その子どもたちが健全に育っていくようこれからも努力してま
いります。志を同じくする皆さんのご支援、
ご協力を希望しております。

♫♫♫♫♫♫♫

キワニス奨学金チャリティーコンサート ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
2019.2.2（土）

チャリティーコンサートが、皇居お堀端の
メンバーズクラブ
「JET STREAM」
で開催
されました。
当日は定員を上回る47名が参
加し、新日本フィルOG4名の美しい演奏と
イタリアンの昼食を楽しみました。
また、
このイベントを通じ、奨学生１名の
半年分の学費を集めることが出来、大変有
意義な一日でした。
（レクリエーション委員会）

キワニス奨学金・・・児童養護施設から大学・短大・専修学校への進学者向け年間40万円（最長４年間）の給付型奨学金
（生活サポート）制度。現在３名の学生を支援しています。
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各地でキワニスドールを作る会が開催され、沢山のキワニスドールが出来上がり
ました。ドールたちはお友達のところに行き、世界でただ一つのお人形になる日を
楽しみにしています。
（ボランティア活動委員会）
10.6 荏原看護専門学校祭
10.16 エドワーズライフサイエンス株式会社
10.20 田園調布学園土曜プログラム
10.27 慈恵会医科大学医学部看護学科学生祭
10.29 株式会社LIXIL
11.1 東京家政学院高等学校
11.12 アストラゼネカ株式会社
11.13 エドワーズライフサイエンス株式会社
11.17 田園調布学園土曜プログラム
11.22 明治薬科大学
11.29 武蔵野女子学院高等学校
12.7 目黒星美学園
12.19 JPモルガン
1.9 1.21 千葉県立検見川高等高校（金平糖）

株式会社LIXIL

エドワーズライフサイエンス株式会社

千葉県立検見川高等学校（金平糖）
明治薬科大学

2017年12月から始まった
「寺子屋in妙法寺」
は１年間
を経過し、参加する児童の数も毎回20名程になりました
。
12月1日
（土）は寺子屋の後に
「津軽三味線と日本の唄」
の会を開催し
「寺子屋」参加の子どもたちに加え、地元の
皆様も多数集まりました。第一部は「日本の唄」で、その
後は津軽三味線・日本一の山下靖喬さんが登場。津軽三
味線でジャズやロックやアニメ曲まで演奏し、
その迫力に
子ども達も驚いていました。
また１月４日（金）は「書初め」を開催しました。
参加した児童は１７名。
「講師」
「スタッフ」は、妙法寺の
方々、ボランティアの学生、地域
のボランティア、大学の先生、
東京キワニスの会員等と様々
で 寺子屋としてのネットワー
クが広がっています。
中には初めて毛筆を体験す
る児童もおりましたが、講 師
が 丁寧に指導し、書く毎に進
歩して、その上 達 ぶりに皆 で
目を見 張りました 。また、昼
食は「お雑煮」で食 欲旺 盛で
何杯もお代わりする児童が沢
山いました。

寺子屋in妙法寺

ロハスde 子ども食堂 2018.12.23（日）
キワニスとともに活動する大学生サークルを「サーク
ルK（キワニス）
と位置付けて支援しています。中でも武蔵
野大学学生団体「Connect」
は積極的に活動中で、昨年の
12月23日
（日）
には武蔵野大学有明キャンパスにある
「ロ
ハスカフェ」
で子ども食堂を開催しました。
当日は9人の子
ども達が参加し、
キワニスクラブは当企画の宣伝に協力し
ました。

国際懇話会 2018.11.15（木）
第84回国際懇話会が、学士会館で行われ、
「最近の日米
関係と我が国の通商政策」のテーマで、経済産業省顧問の
柳瀬唯夫氏からお話を伺いました。
トランプ政権及び日米
関係への高い関心から38名の多数の参加があり、日米関
係、
日中関係、FTA、WTOの動きなどについて深い分析のお
話がありました。
（国際委員会）

新年互礼会 2019.1.11（金）
新年互礼会が銀座ライオンで開催されま
した。
当日は70名の参加で、磯田壮一郎会長
のご挨拶、
「子どもに夢を」斉唱の後に、今年
の年男四人にご登壇いただくなど、和やかに
全員で新年を祝いました。
（事業企画委員会）

日本橋巡り 2018.10.26（金）

チャーターナイト（モンゴルウランバートルクラブ、宇都宮クラブ）
11月９日
（金）
にウランバートルキワニスクラブのチャーターナイトが
市内のチンギスカンホテルで開催されました
（写真右）。
当クラブは東京
クラブと米国バージニア州のポコソンクラブの協力により２２名の会員
でスタートするもので、
当日は120名を超えるキワニス関係者とゲスト
が集いモンゴルで初のキワニスクラブの誕生を祝いました。
また、11月17日
（土）
には宇都宮キワニスクラブの認証状授与式と祝
賀会が開催されました
（写真左）。39名のチャーターメンバーでの発足
で来賓として福田栃木県知事、佐藤宇都宮市長らにご出席いただき盛
大に発足を祝う事が出来ました。
（クラブ新設委員会）

１７人が参加し日本橋巡りを楽しみました。
スケジュールは警察博物館、
ウナギ料理の老舗
「いづもや」、
「千疋屋」
「にんべん」
「山本海苔」風
呂敷で有名な
「唐草屋」
を1日で回る精力的な内
容でしたが、昔の警察官の制服を見て、
ランチ
で鰻重に舌鼓を打ち、風呂敷の包み方を習い、
楽しい1日はあっという間に終わりました。
（レクリエーション委員会）

秋季チャリティゴルフ大会
2018.11.7（水）

秋のチャリティゴルフ大
会は晴天の中、2016年日本
オープンゴルフで松山英樹
選手が優勝したことで知ら
れる「狭山ゴルフクラブ」で
１５名が参加して開催され
ました。日頃の運動不足何
するものぞと朝の第一打か
らナイスショットが続出、ハ
イレベルかつ楽しい大会と
なりました。
（レクリエーション委員会）

例会
例会で以下の卓話があり、大変に有意義な時間を過ごすことが出来ました。
●德永昌子氏（竹橋クリニック医院長）

「父が遺してくれたもの」

●佐藤由利子氏（東京工業大学 環境・社会理工学院融合理工学系 准教授）
「外国人材の日本への受け入れー留学生を事例として」
●筑波大学 社会福祉研究会 窓愛園グループ（第34回青少年教育賞 最優秀賞受賞者）
「児童養護施設における学習支援活動について」
●広津崇亮氏（㈱HIROTSUバイオサイエンス 代表取締役）
「線虫ガン検査N-NOSEの発明と実用化」
●横松陽子氏（ＮＰＯ法人とちぎユースワークカレッジ理事長）
「なぜ若者はひきこもるのか～誰もがひきこもる時代、
若者に必要な支援とは」
●矢﨑義夫会員
●夛川良俊氏（法相宗大本山興福寺執事長）

「世界の子ども達」
「天平の文化空間の再構成」

新たに活動レポートを担当する吉村輝寿です。よろしくお願いします。
多数の会員の方々がキワニスのホームページをご覧になっているとのこ
とで、今回から活動レポートはキワニスに関心のある外部の方に当クラ
ブの活動を紹介するツールとして作成することに致しました。そのため
にレイアウトやページ数を変更し、文章も皆様にお書き頂いたものを短く再編集
し手軽に読める内容にしました。皆様のご意見をお待ちしています。（広報委員会）

編集
後記

新入会員紹介
・畠山 舞（はたけやま まい）
入会日 2018年11月 5 日
・叡部 至幸展（あべ しこうてん）
入会日 2018年11月30日
・中谷 新司（なかたに しんじ）
入会日 2018年11月30日
・大川 浩（おおかわ ひろし）
入会日 2019年 1 月15日
・丸野 満智子（まるの まちこ）
入会日 2019年 2 月 5 日
事務局便り
≪今後のスケジュール≫
〇第2303回例会
日時：2019年3月1日
（金）
講師：太田資暁氏（江戸城天守を再建す
る会 会長）
〇第2304回例会
2019年3月15日
（金）
講師：水島政行氏（WAKUWAKUネットワーク）
〇第2305回例会
2019年3月29日
（金）
講師：内田要氏（不動産協会 副理事長）
〇第2306回例会
2019年4月5日
（金）
講師：佐々木信行会員
〇第2307回例会
2019年4月19日
（金）
講師：伊福部達氏（東京大学特任研究員）
〇第2308回例会
2019年5月17日
（金）
〇第2309回例会
2019年5月24日
（金）
☆ファミリーデー
2019年6月21日
（金）
場所：椿山荘 １１階「マーガレット」
※例会卓話・ファミリーデーは、
パートナーの方、
キワニス会員以外の方にもご紹介いただき、
お気軽にご出席くださいますようお誘いくだ
さい。

