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活 動 レ ポ ー ト
A c t i v i t y  R e p o r t

キワニスドールフェスティバルin大手町パソナ　2019.7.6キワニスドールフェスティバルin大手町パソナ　2019.7.6
キワニスドールで「作り手」も「もらい手」もニッコリ

誰もが 笑顔に！

キワニスドール寄贈先病院、ボランティアのみなさんなど、総勢約110名もの参加者が集いました。ご参加下さった皆様、あり
がとうございました。ドールを活用したい医療機関やご家族の皆様、お気軽に事務局へご相談下さいませ。 

 （ボランティア委員会）  
＜第一部 トークセッション>
地域医療振興協会の地域看護研究センター・センター長　朝野春美さん
「とちぎ子ども医療センター」における様々なドール活用の事例。

「エドワーズライフサイエンス（株）」社長室・藤原ベティさん
「キワニスドールつくりの意義や社員の意識の変化」について。

＜第二部　ドール作り体験＞
白いドールができあがると、みんな
ニッコリ。

会員及びご家族に加え、ホームステイ中のアメリカの高校
生（キワニスＫコア）とそのホストファミリーも参加。総勢70
名ほどに。椿山荘の庭園を散策し、写真コンテストやバイオ
リン漫談（マグナム小林さん）、福引を楽しみました。グッズ
販売も大好評。会費やグッズ販売の一部、寄付金は、チャリ
テイとさせていただきました。　　　　  （事業企画委員会）

69回ファミリーデー
2019.06.2１（金） in椿山荘
69回ファミリーデー
2019.06.2１（金） in椿山荘

　     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。
●小林幸恵氏 （シナリオセンター代表）
　　　　　　　　こどもシナリオ
●岩本敏男氏 （NTTデータ相談役）
　　　　　　　　テクノロジーがもたらす変革と新たな社会
●本多均氏 （ウォータースタンド株式会社代表取締役社長）
　　　　　　　　マイクロプラスチック問題との戦い　
●森川悦郎氏 （オリックス・リビング株式会社）
　　　　　　　　超高齢社会日本の介護サービスのこれから
●井上茂男氏 （皇室ジャーナリスト・日本テレビ解説委員）
　　　　　　　　天皇陛下を成長させた学校の出来事と英国留学
●中林喜代司氏 （一般社団法人危機管理研究会理事）
　　　　　　　　「次郎長の『呟き』から明治・大正・昭和・平成の150年」
　　　　　　　　～AI時代、[暴力団パワー]の先行きを考える～

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）

編集
後記

事務局便り

≪今後のスケジュール≫

〇第2018回例会
　日時：2019年10月4日（金）
　講師：山本哲史氏（パソナグループHR・
アドミ本部 本部長補佐）

〇第2019回例会
　日時：2019年10月18日（金）
　講師：根本和治氏
　（元町自治会長　社会福祉協議会事務
局長 保土ヶ谷中地区・青少年指導員）

〇第2020回例会
　日時：2019年10月25日（金）
　講師：原田雅充会員
〇第2021回例会
　日時：2019年11月15日（金）
　講師：澤田隆治氏
　（日本映像事業協会名誉会長　株式会
社テレビランド　代表取締役社長）

〇第2022回例会
　日時：2019年11月29日（金）
　定時総会
〇第2023回例会
　日時：2019年12月6日（金）
　講師：天野恵子氏（一般財団法人　野中
東晧会　静風荘病院　特別顧問）

〇第2024回例会
　日時：2019年12月20日（金）
　講師：吉村輝寿会員
〇第2025回例会
　日時：2020年1月10日（金）
　場所：銀座7丁目サッポロライオン
　新年互例会
〇第2026回例会
　日時：2020年1月24日（金）

※会員以外の方も是非お誘いください。

新入会員紹介

・小林幸恵（こばやし さちえ）
　　　　　　入会日　2019年7月5日
・慶松大海（けいまつ ひろうみ）
　　　　　　入会日　2019年7月5日
・谷正行（たに まさゆき）
　　　　　　入会日　2019年9月27日

物故会員

・有岡恭助 2004年7月30日 入会
2019年7月30日にご逝去されました。
・北里光司郎 2000年7月1日 入会
2019年9月20日にご逝去されました。
・西村清邦 1998年5月1日 入会
2019年9月20日にご逝去されました。

　心よりご冥福をお祈り申し上げます。

例会

演題：ロシアの社会・経済と日露関係
講師：下斗米伸夫氏 （神奈川大学特別招聘教授）

第86回国際懇話会　2019.6.6（木） 法曹会館

演題：中国の経済とAI・ハイテク戦略の行方（米中冷戦の背後にあるもの）
講師：津上俊哉氏 （（公財）日本国際問題研究所客員研究員　現代中国研究家）

（国際委員会）

第87回国際懇話会　2019.9.19（木） 学士会館

U.S.Aのフロリダ州オーランドで開催された世界大会
に日本から28人(うち東京９人)が参加し、各国参加者
と交流を深めました。今年はキワニスドールづくりの活
動が会場の一角で開催され、各国の参加者が熱心に取
り組みました。看板プロジェクトコンテストでは、東京
キワニス「子ども食堂」が最終審査まで残りました。
次回の開催地は、本部のあるインディアナポリスです。        （会長　磯田壯一郎）
●国際大会…年に一回、世界中のキワニアン(キワニス会員)が一堂に会します。
　　　　　　今年は約2,500人が集まりました。

第104回  国際キワニス年次総会
ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート大会  2019 6.27-6.30
第104回  国際キワニス年次総会
ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート大会  2019 6.27-6.30

東京キワニスからも24名の参加がありました。
岸本光正氏（大阪キワニス）が正式にガバナーに選出され、増田好平前東京キワニ
ス会長が次期ガバナ
ーに選ばれました。
また、藤原武平太元
ガバナー（東京キワ
ニス）を国際理事候
補に推薦することが
了承されました。
（会長　磯田壯一郎）

●地区大会…日本全国のキワニアン(キワニス会員)による年次総会。
　　　　　　今年は300名超が参加しました。

第43回 国際キワニス日本地区年次総会  静岡大会報告 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　2019.9.5-9.6
第43回 国際キワニス日本地区年次総会  静岡大会報告 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2019.9.5-9.6

第86回国際懇話会　2019.6.6（木） 法曹会館

第87回国際懇話会　2019.9.19（木） 学士会館

●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。



ギャップジャパン

つくる会 6.8 田園調布学園家庭部
 6.14 東京医療学院大学
 6.15 金平糖
 6.28 フランクリン・テンプルトン・
  インベストメンツ株式会社
 8.20 株式会社三菱UFJ銀行
 9.3　9.5
 エドワーズライフサイエンス株式会社
 9.11　BNPバリバ証券
 9.12　ギャップジャパン

寄贈先 群馬パース大学福祉専門学校
 茨城県立中央病院
 金沢医科大学病院
 聖隷三方原病院
 文京学院大学
 日本大学病院
 聖路加国際病院
 東京大学医学部附属病院
 Hoop Tree　　
 荏原看護専門学校
 近江八幡市立老蘇小学校
 大阪医科大学附属病院
 国立特別支援教育総合研究所

キワニスドー
ルを作る会

キワニスドー
ルを作る会

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。）

株式会社三菱UFJ銀行 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社

BNPバリバ証券

エドワーズライフサイエンス株式会社
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（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。）

株式会社三菱UFJ銀行 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社

BNPバリバ証券

エドワーズライフサイエンス株式会社

猛暑の中、約３００名もの子ども達・ご家族が参集。「学士会館」大坂料理長の
特製カレー＆特製サラダ、ゼリーに舌鼓。大好評でおかわりもせがまれるほど。
食後は、お隣の茶道会場やイベント会場へ。茶道では日ごろと違った正座した神
妙な子ども達の姿に、お母さんたちも笑顔に。イベント会場では、刀、お花、など
次々と生み出す「バルーンアート」、折り紙で作った金魚をモビールにする「折り
紙づくり」、描いた絵がバッジになる「缶バッジ」、アクセサリー
になる「プラバン」、どれもボランティアの皆さんのお力で行列
ができるほど大人気。
地元の中高校生、地域の方々、キワニス関係者と６０名を超える
ボランティアの皆さん、熱いご支援に感謝。次回は春休み。

皆様のご参加をお待ちしています。
         （事業企画委員会）

国際的な活動を含め青少年の健全育成に努めた個人または団体に、賞状と副賞賞金を贈呈しています。
＜優秀賞3団体＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
・聖心女子大学M.S.S.S.
大学創立以来111年以上も、児童養護施設の子どもたちとの交流、
絵本の点字化、手話への取り組み等を継続し続けている。

・警視庁防犯ボランティア・ピーポーズ
青少年による都下の犯罪防止の為の活動（歌舞伎町清掃活動、パト
ラン等）を続けている。

・Meiji International Friendship Organization
ミャンマーでのフリースクール運営等ミャンマーの子供たちの支援
を現地と 連携して行っている。

過去の受賞団体及びユースフォーラムメンバー8団体も加わった合計１４団体約50名による交流会では、お互いのノウハウの交
換を行いました。東京キワニスクラブは青少年によるボランティア活動を今後とも継続していきます。今回参加できなかったユー
スフォーラムメンバーも来年３月に開催予定のユースフォーラムメンバー交流会に参加下さい。（青少年教育兼Kファミリー委員会）

第35回青少年教育賞授賞式・交流会　2019.9.21 パソナグループ本社第35回青少年教育賞授賞式・交流会　2019.9.21 パソナグループ本社

第53回キワニス社会公益賞 贈呈式　2019.9.13 法曹会館第53回キワニス社会公益賞 贈呈式　2019.9.13 法曹会館

“夏”の「子ども食堂」 in杉並区・妙法寺　2019.8.5“夏”の「子ども食堂」 in杉並区・妙法寺　2019.8.5

今年も、のべ115名もの子ども達が集まりました。勉強のあとは、
「紙飛行機大会」や「そうめん流し」で大はしゃぎ。3日間全て参加
の子ども達には「東京オリンピックのピンバッジ」を進呈。貰った子
は大喜びでした。夏休みの宿題がだいたい終わったという強者も
いて、スタッフはびっくり。（事業企画委員会）

「夏休み宿題スタートダッシュ寺子屋」
 寺子屋 in杉並･妙法寺　2019.7.25,26,27 
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子ども食堂スタート！

ご馳走様！

顔出しOKいただきました♪

社会公益のために、長い間献身し続けている団体や個人に、賞状と副賞賞金を贈呈しています。  （社会公益委員会） 　　
 最優秀賞　特定非営利活動法人  １０代・２０代の妊娠ＳＯＳ新宿 ― キッズ＆ファミリー
中高生及び20代前半の女性の妊娠に関するあらゆる相談に、毎日・24時間応じて
いる。親や友人、あるいは児童相談所などに助けを求められない、幼い女性たちに
寄り添い、時には病院や役所に同行するなど、優しく手を差し伸べており、あらゆ
る観点で、命を守るということを貫き、献身的な活動を続けている。

　優　秀　賞　子どもサポーターズとしま　学習支援会「クローバー」
小中学生を対象に、学習支援や高校受験指導を無償で行っている。学習支援の担
い手には、ボランティアの力をかり、外部からの寄付、区から施設の無償提供も受
けている。その活動は、単に「勉強する場所」を提供するだけでなく、子どもたちに
居場所を提供し、地域における心のつながりを強めることに大きく貢献している。

美味しい笑顔に
暑さも吹っ飛ぶ
美味しい笑顔に
暑さも吹っ飛ぶ

●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。

●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。
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と交流を深めました。今年はキワニスドールづくりの活
動が会場の一角で開催され、各国の参加者が熱心に取
り組みました。看板プロジェクトコンテストでは、東京
キワニス「子ども食堂」が最終審査まで残りました。
次回の開催地は、本部のあるインディアナポリスです。        （会長　磯田壯一郎）
●国際大会…年に一回、世界中のキワニアン(キワニス会員)が一堂に会します。
　　　　　　今年は約2,500人が集まりました。

第104回  国際キワニス年次総会
ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート大会  2019 6.27-6.30
第104回  国際キワニス年次総会
ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート大会  2019 6.27-6.30

東京キワニスからも24名の参加がありました。
岸本光正氏（大阪キワニス）が正式にガバナーに選出され、増田好平前東京キワニ
ス会長が次期ガバナ
ーに選ばれました。
また、藤原武平太元
ガバナー（東京キワ
ニス）を国際理事候
補に推薦することが
了承されました。
（会長　磯田壯一郎）

●地区大会…日本全国のキワニアン(キワニス会員)による年次総会。
　　　　　　今年は300名超が参加しました。

第43回 国際キワニス日本地区年次総会  静岡大会報告 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　2019.9.5-9.6
第43回 国際キワニス日本地区年次総会  静岡大会報告 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2019.9.5-9.6

第86回国際懇話会　2019.6.6（木） 法曹会館

第87回国際懇話会　2019.9.19（木） 学士会館

●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。


