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桜舞う春の陽気の中、過去最高408名（昨春370名）
が参加。
「学士会館 精養軒カレーライス」
＆
「手作りサラダ」
も好評でし
た。食後、新聞紙の「音の出る鉄砲」
に子ども達は大喜び。
「太神
楽（だいかぐら）」の見事な曲芸も大喝采でした。今回も、
ボラン
ティア約40名（地元中・高校生、地域、キワニス関係者）が大活
躍。次回、“夏”の
「子ども食堂」
は、
８月５日
（月）
の予定です。
（事業企画委員会）

“春”の子ども食堂in妙法寺
2019.3.27（水）

●子ども食堂…「子どもの居場所作り・皆で一緒に食事を」
をテーマに、
春夏年２回実施しています。

キワニスかんたん子ども料理教室
in としまえん 2019.3.3（日）
＜初参加の新入会員の感想＞
としまえん料理長の「豚のしょうが焼き＆とん汁」デモンストレーションに、子ど
も達は興味津々でした。各テーブルに分かれ「玉ねぎが先？豚肉が先？」と戸惑い
ながら調理スタート。同じレシピでも、
できあがりは実に個性的でした。今回のよう
な経験が、お料理の楽しさや大切さ、作ってくれる人への感謝を感じる時間につな
がるように思います。
（2018年11月入会 叡部至幸展）

祝・卒業 学生ボランティア
「寺子屋」
「子ども食堂」in杉並区 妙法寺

「寺子屋」
「子ども食堂」
では、
地元大学生がボランティアスタッフ
として力になってくれています。
その内10名以上が、
この春
めでたく卒業されました。
＜卒業生から＞
最初の頃は子どもたちが5人ぐらいで少なくて、大人の
方が多いほどでした。今日は下駄箱にちっちゃな靴がいっ
ぱいあって、
こんなに増えたんだとビックリしました。私た
ちは卒業しますが、
後輩がこれからも参加します。仲良くし
てあげて下さい。

●キワニス子ども食堂・子ども料理教室
地域のボランティアの皆さんと一緒に
「子ども食堂」
「かんたん子ども料理教室」
を開催しています。

東京キワニスクラブホームページ

https://tokyo-kiwanis.or.jp/

●寺子屋
子ども達の
「居場所」作りとして、
ほぼ毎週土曜午前中に
「寺子屋」
を開催しています。

東京キワニスクラブ

検索

「第４回企業ボランティア・アワード」大賞
株式会社パソナグループと共に受賞！ 2019.2.22（金）
「企業ボランティア・アワード」大賞に、
当クラブと協力し
「キワニスド
ールづくり」
に取り組んでいる株式会社パソナグループが選ばれまし
た。
この表彰制度は、企業で働きながらボランティア活動をする人た
ちを奨励する目的で、東京都社会福祉協議会、
東京ボランティア・市民
活動センターが主催、今回が4回目になります。企業とパートナー団体
をセットで表彰する形をとっており、
パソナグループと東京キワニスク
ラブが大賞3件のひとつに選ばれました。
表彰式は、
「企業ボランティアの祭典2019」
（東京大神宮）
で行われ、
当クラブからは磯田壯一郎会長、
パソナグループから福
沢旬子副社長らが出席し、表彰状と活動奨励金が贈られました。表彰式ではキワニスドールの意義も説明。参加企業、団体の
方々に興味をもっていただく、
よい機会となりました。
（事務局長 鈴木健司）

作る会
を
ル
ー
ド
キワニス

病気の子ども達の不安を和らげるため、
キワニスドールを制作贈呈しています。
（子ども達に好きな絵を描いてもらい、治療の説明の時などに使用します。）
2.8
東京医療秘書福祉専門学校
2.19 東京こども専門学校
2.27 3.1 3.4 3.5 大妻中野高等学校
3.12 アストラゼネガ株式会社
3.22 西松建設株式会社・戸田建設株式会社
5.18 田園調布学園土曜プログラム
5.23 株式会社ジェーシービー
新規寄贈
3.26

独立行政法人地域医療機能推進機構
（ＪＣＨＯ）東京新宿メディカルセンター

東京医療秘書福祉専門学校

株式会社JCB

アストラゼネガ株式会社

東京新宿メディカルセンター

キワニスドールフェスティバル

日時： 2019年7月6日
（土） 13：30～
会場： パソナグループ
JOB HUB SQUAERE（大手町・日本ビル）
2階 ホール

西松建設株式会社・戸田建設株式会社

キワニスドールをつくる会開催企業・学校
のボランティア・寄贈先医療機関、
そしてキ
ワニスクラブの会員が一堂に会し、交流を
図る機会です。是非ともご参加ください。
お申し込みは東京キワニスへ
（6/28〆切）

第44回アジア・太平洋地域（ASPAC）年次総会 台北大会 2019/3/7～3/10
日本からは１４０人余りが参加し、アジア各国の参加者と交流を深めました。日本の展示
ブースは日本各クラブより集められたキワニスドールを展示。絢爛豪華なブースとなり、人
気を集めました。このドールはオークションにかけられ、売上金６万円が台湾の「子ども達
の為」に台湾キワニスに寄贈されました。
なお、2021年には、仙台でASPAC大会が開催予定されています。
（会長 磯田壯一郎）

●年に一回、
アジア太平洋
地域のキワニスクラブと
の交流会をしています。
現在、18ヶ国、1,129も
のクラブがあり、国を超
えての交流も盛んです。

「ユースフォーラムメンバー交流会」開催 大手町・パソナ本社 2019.3.14（木）
青少年のボランティア活動を支援するため、当クラブ
の青少年教育賞、奉仕賞、社会公益賞を受賞したメンバ
ーの相互交流の場として毎年定期的に開催しています。
今年は6団体から13名が参加。各団体紹介後、活動の問
題点や解決策を議論しました。
「同じ悩みを抱えている
ことが判った」
「有効な解決策のヒントが得られた」とい
う感想が出るなど成果も大きく、2時間半があっと言う間
に感じるほど有意義な交流会となりました。
本年9月21日（土）の「第35回青少年教育賞・表彰式」
後、交流会を開催します。今回参加できなかった団体も是
非参加を検討ください。
（青少年教育兼Kファミリー委員会）

キワニスドールつくり講習会 2019.3.15～4.19
会員・家族を対象に、
「ドール作りスキルアップ」講習会を
複数回実施しました。作るだけでなく、企業や学校における
講師役など、病気の子どもたちを癒すキワニスドールの輪を
一段と広げてまいりたいと思いますので、今後ともよろしくご
協力お願い申し上げます。
（ボランティア活動委員会）

第85回国際懇話会 2019.2.28（木）学士会館
演題：最新のＵＡＥと中東情勢
講師：藤木完治氏（前アラブ首長国連邦特命全権大使）
（国際委員会）

●国際懇話会…2～3ヶ月に1度、国際的に活動している方
から国際問題について話を伺っています。

靖国神社「慰霊の泉」献納記念昇殿参拝 2019.3.26（火）
東京キワニスクラブが献納をした慰霊の泉（「戦没者に水を捧げる母
の像」）という大きな建物を拝見し、改めて平和の尊さを認識する機会と
なりました。
（事業企画委員会）

新入会員オリエンテーション 2019.5.17

新入会員紹介

会員同士の交流を深めるレクリエーション活動も盛んです。
（レクリエーション委員会）

なぎさ会（日本酒を楽しむ会）

ワインを楽しむ会（ワインの解説付）

・原田雅充（はらた まさみつ）
入会日 2019年3月1日
・高橋遠（たかはし はるか）
入会日 2019年3月29日
・川原太郎（かわはら たろう）
入会日 2019年5月7日
・金森悟（かなもり さとる）
入会日 2019年5月7日
・小山倫子（こやま みちこ）
入会日 2019年5月7日
・山田賢治（やまだ けんじ）
入会日 2019年5月7日
・山田夏樹（やまだ なつき）
入会日 2019年5月7日
法人会員
・小田急電鉄株式会社
相沢喜一郎（あいざわ きいちろう）
入会日 2019年3月1日

事務局便り

カメラ部（街歩き撮影会にて）
囲碁愛好会

藤澤一就会員
（日本棋院元常務理事・八段）
の指導あり。

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。

●吉田浩二会員

モンゴルで初めてのキワニスクラブ誕生

●高井洋季氏（特定非営利活動法人IVUSA国際ボランティア学生協会本部事務局 事業部長）
大学生が被災地支援をする意味と意義
●太田資暁氏（江戸城天守を再建する会 会長）

江戸の成立ちと太田道灌

●水島政行氏（NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク）
私たちの新活動＆かんたん便利！東京キワニス新HP
●内田要氏（不動産協会 副理事長専務理事）

これからの都市を考える

●佐々木信行会員 私のおんりい・いえすたでい1989～2018 －平成の終わりに
●伊福部達氏（東京大学名誉教授）
福祉工学への招待 －障害があっても、高齢になっても、快適にすごせるように－
●黒江哲郎会員

我が国の安全保障協力

●矢島洋子氏（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 執行役員・主席研究員）
男女の賃金格差と子育てへの影響

編集
後記

より詳しい内容を、Facebookやホームページにアップしております。
是非、そちらもご高覧下さいませ。
（広報委員会）

≪今後のスケジュール≫
〇第2310回例会
日時：2019年6月7日
（金）
講師：小林幸恵氏（シナリオ・センター代表）
〇第2311日回例会
日時：2019年6月21日
（金）
第69回ファミリーデー
場所：ホテル椿山荘
バンケット棟11階「ふじ」
〇第2312回例会
日時：2019年7月5日
（金）
講師：岩本敏男氏（NTTデータ相談役）
〇第2313回例会
日時：2019年7月19日
（金）
講師：本田 均氏（ウォータースタンド株
式会社代表取締役社長）
〇第2314回例会
日時：2019年8月2日
（金）
講師：森川悦明氏（オリックス・リビング
株式会社）
〇第2315回例会
日時：2019年8月30日
（金）
〇第2316回例会
日時：2019年9月13日
（金）
第53回社会公益賞贈呈式
〇第2317回例会
日時：2019年9月27日
（金）
講師：藤村博之氏（警察庁組織犯罪対
策部長）
※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。

