
 
◎本日の例会 1183 回  2011 年 2 月 16 日   

創立２５周年記念例会・式典・祝賀会 

登録開始      １６：３０ 

例会・式典     １７：００ 

記念祝賀会     １８：１０ 

◎前回の例会  1182 回   2011 年 2 月 9 日 

会長報告 ―――――――――――― 

① 先日、２月７日(月)に第３回指導者育成セミナー及

び第 3回北分区会長幹事会に出席して来ました。そ

の中での報告ですが、次年度のガバナー公式訪問に

ついて、中間集計ということで、報告がありました。

2 クラブ合同開催は、浅草と浅草中央、小石川と後

楽、複数クラブ合同開催は、池袋、池袋西、豊島東、

です。 

② 東京王子ＲＣより創立５０周年記念事業として、２

月２８日(月)の講演会とパネルディスカッション

の案内が来ています。 

幹事報告 ―――――――――――― 

① ロータリー2730 地区ガバナー伊藤様より奄美豪雨

災害義捐金のお礼状がきております。 

② （株）クマヒラ、熊平会長より「抜萃のつゞり」を。

ご恵送頂きました。 

③ 2011-2012 年度ロータリー財団グローバル補助金の

追加事項についてご案内が来ております。 

④ 2011-2012 年度ロータリー手帳お買い上げのお願い

がきております。 

⑤ 国際ロータリー日本事務局より 2011 年４月より公

益財団にロータリー財団の寄付金受入れを開始す

る旨の通知がございました。 

⑥ 東京王子ロータリークラブ創立５０周年記念事業

のご案内です。 

２月２８日（月）ＰＭ６時北とぴあつつじホールで

講演会を行います。 

■ゲスト 

 地区青少年育成副委員長  茂木正光様 

■ビジター 

 池袋ＲＣ 南山幸弘様    

板橋ＲＣ 坂口悦雄様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■出席報告 

ニコニコ BOX 

茂木正光様／本日卓話をさせていただきます。 

  よろしくお願いします。 

斉藤会員／今年の２月は新年会等が多く日曜日もあり

ません。 

  ２月１５日（火）歓迎交流会出席できずニコニコ

にて会費を納めます。 

佐野会員／結婚記念日忘れていました。記念日間に合

ってよかったです。ありがとうございました。 

 

 

 

東京池袋西 RC「例会臨時変更のお知らせ」 

４月２５日（月） 移動例会→通常例会 

 

 

 

■東京王子 RC ５０周年記念事業 

 開催日時／２月２８日（月）18：00 開場 

場  所／北とぴあつつじホール 

参 加 者／久保会長 

 

 

 

 

 

会 員 
出席率

参入 
会員数 

出席数 欠席数 出席率 
1 月 26 日分

修正 
出席率 

40 名 36 名 24 名 12 名 66.67% -86.11% 

◎次回の例会 1184 回 2011 年 3 月 2 日  

卓 話  菅政権の命運 

  朝日新聞文化財団顧問 

  （元朝日新聞政治部長） 

    橘 優 氏 

紹介者 吉田武輝会員 

２月 世界理解月間 

 

クラブニュース 

他クラブニュース 



   

地区青少年育成委員会からの報告 

 地区青少年育成委員会 

 副委員長 茂木正光氏 

 

「地区青少年育成委員会について ～受入れ企業の視

点から～」 

１．RID2580 地区青少年育成委員会の趣旨／沿革 

  ①2002-2003 年度発足 

  ②2008-2009 年度より現体制にて活動 

２．地区青少年育成委員会の活動 

   当方の事業活動ですが、2009 年 2 月より、高校生イ

ンターンシップ受入事業につき行い、次いで 2010 年 2

月より、中学生職場体験事業につき行なっております。 

まず、高校生インターンシップ受け入れ事業です。

今年度は、およそ 700 人の都立高の高校生を受け入

れたとのことです。この受入れは、東京都教育庁と

ガバナーとの協定に基づく高校からのものです。こ

れ以外の高校は、上記の協定外ということになりま

す。 

なお、中学生職場体験事業については、地区青少

年育成委員会にて、各市区の教育委員会、校長会へ

の交渉を始めたところです。現在、北分区ですと、

豊島区と板橋区の教育委員会、校長会のみと交渉を

しています。つまり、現在、各市区からクラブへの

中学生職場体験の申入れがあった場合、地区青少年

育成委員会が関与していない場合があります。 

① 200902 高校訪問 

② 201001 高校生インターンシップ受入れマニュ

アルの作成、そして配布 

③ 201002 高校生インターン見学／赤羽商業高校

校長の卓話 

④ 201002 中学生職場体験事業打ち合わせ 

⑤ 201004 中学生職場体験実施状況の把握アンケ

ート配布 

アンケートの集計結果（主な回答） 

1．どこの中学生？ 地域 

2．経緯？ 地区委員会、教育委員会、中学校 

3．受入れ生徒数？ １～５名 

4．受入れ会員数？ ２～３名（本郷 RC などは、クラブ全体で） 

5．受入れの頻度？ 年に１回、２日間 

6．受入れの内容？ 接客、掃除、仕事の補助、軽作業、デスク

ワークなど 

7．今後の継続？ 継続していきたい 

8．受入れのメリッ

ト？ 

①社会性を育てる、学校・家庭で経験でき

ないことを経験してもらう、働くことの喜

び。②社員の刺激、仕事に再認識。③社会

貢献、地元企業の理解、地域社会交流 

9．受入れのデメリ

ット？ 

業務の停滞、業務の延期、作業の中断、時

間の拘束、人的デメリット、仕事の流れが

悪くなる、責任ある仕事はさせられない 

10．地区委員会へ

の要望 

①地区委員との連携を密にしたい、学校と

の意見交換。②地区委員のサポートがわか

らない、地区との関係が見えない。③効果

があるのか 

⑥ 201008 中学生職場体験実施状況の把握アンケ

ート配布（補足として） 

⑦ 201011 中学生職場体験並びに高校生インター

ンシプ受入れ企業の指導要領（マニュアル）を

配布 

  ⑧ 201102 高校生インターン見学 

３．まとめ（地区青少年育成委員会の役割として） 

  ①ロータリアンへの広報の必要性 

  ②中学校、高校とロータリアンとのマッチングの

サポート 

③そして、受入れロータリアンの拡大へ 

  それでは、今後とも、地区青少年育成委員会へのご理 

解、ご協力をよろしくお願い致します。 

 

第８回定例理事会報告 

日 時 2011 年２月２日（水）11 時 30 分～12 時 

場 所 例会場 

出席者 久保会長 島田副会長 渡邊幹事 

月井会計 安齋 SAA  佐野直前会長  

長井社会奉仕委員長 村山副幹事  

中島 25 周年実行委員長 

浅原会員増強・退会防止委員長 

１． 会長挨拶 

２． 守山容子夫人より 25 周年に 30.000 円の御祝いを

頂きました。 

３． 前川会員よりクラブへご寄付を頂きました。 

４．２５周年予算書他の説明 

・外部からの登録料は 15.000 円とする 

・友好クラブからの出席者は約 20 名。 

・25 周年のプログラムの詳細打合せ 

５．豊島区読書フェスタ（2／12） 

会長、中島会員が出席の予定 

６．地区大会への会員出席をお願いする。 

７. 会員増強について浅原委員長より 

小グループの活動に期待しながら早急に実行する。 

８．地区協議会の記録並びに会計報告を完成させる。 

  1182 例会 卓  話  


