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次回２月16日のプログラム
36周年家族例会　
例　会　17：00～登録、17：30開会

本日のプログラム
例　会　12：30～13：45
クラブフォーラム：HMの報告（各委員長）

2月のお祝い
おめでとうございます

【夫人・夫君の誕生日】
里見　雅行会員令夫人
吉田　武輝会員令夫人

【結婚記念日】
森川　義基会員ご夫妻

第1600回例会 2022年２月２日（水）
　　　　　　　2022年２月９日（水）� 合併号

幹 事 報 告
１　近隣クラブ、地区事務所などからコロナ対策の
お知らせ：詳細事務局

会 長 報 告
１　地区大会　５月31日 (火)への延期のお知らせ

前々回第1598回[2022年1月27日（木）]
東京池袋ロータリークラブ主催合同例会

４年間皆出席
� 有我　信行会員

年間
100％
出席表彰

■出席報告

会　員 出席算入
会員数 出席数 欠席数 出席率

24名 20名 9名 15名 45％

委 員 会 報 告
地区大会実行委員会　稲川委員長
　地区大会を3月2日・3日に予定していましたが

・日本の宇宙開発 JAXAって何
　宇宙開発研究所、宇宙開発事業団、航空宇宙技術
研究所の３つの組織が平成15年、宇宙航空研究開
発機構（JAXA）として、航空宇宙の研究開発を結
集することとなった。JAXAの仕事は、輸送シス
テム（ロケット）の開発・運用、人工衛星の開発と
利用、有人宇宙活動／宇宙環境利用、宇宙科学の研
究、国際協力による宇宙探査、航空技術の研究、基
盤技術の研究開発、スペースデブリ観測・対策、と

卓　話第1598回例会

宇宙開発最前線
� JAXA 追跡ネットワーク技術センター技術領域主幹
� 森馬　純一様

新型コロナウイルスの感染拡大に鑑み延期するこ
とを決定しました。

　地区大会は5月31日（火）に一日で開催しま
す。

　午前中に会長幹事会、新入会員昼食会、ポール・
ハリス・ソサエティとメジャードナーの集いを行
い、午後に本会議と会長幹事懇親会を行うことに
なるかと思います。

　詳細は決まり次第ご連絡します。



を採取して来た。
・宇宙を見つめる目　パラボラアンテナ
　宇宙機（人工衛星や探査機）の軌道・位置・状態
を把握し、宇宙機に必要な動作をさせる必要があ
る。その交信をするのがパラボラアンテナである。
ＪＡＸＡのアンテナは世界中にあり、長野県佐久市
には、64ｍのアンテナがある。
・宇宙のゴミ　スペースデブリ
　打ち上げられた衛生などのほとんどは長く地球を
回り続け、運用中の衛生以外の宇宙物体は「スペー
スデブリ」と呼ばれる。10センチ以上の物体だけ
で22000個以上確認されている。スペースデブリ
は秒速7．5Ｋｍで飛んでいるので、とんでもない破
壊力を持っている。スペースデブリから衛星を守る
為、デブリの軌道を計算し、衝突の可能性が高けれ
ば、衛星の軌道を変えて避ける。
・おわりに
　次世代の日本人宇宙飛行士募集中
� （応募資格が幅広くなった）
　月の極域探査計画� （月の南極には水がある？）
　宇宙観光旅行� （誰もが宇宙を訪れる時代に？）
　ジェームズ・ウエブ宇宙望遠鏡打上げ
� （宇宙の謎を解き明かす新型望遠鏡）
　月周回有人拠点　ゲートウエイ構想
� （月に人類が居住）

前回第1599回[2022年２月２日]

ソングリーダー 浅原　英明会員
君が代・ロータリーソング

会 長 報 告
１　地区大会が、５月31日（火）に延期ですが、
ホストクラブとしての役割は変わりません。会員
の皆様には、引き続きご理解とご協力をお願いい
たします。
２　２月16日（水）17時から創立36周年記念例
会を開催、ご家族の皆様ご出席の上、楽しい例会
にしたいと存じます。
３　２月９日のクラブフォーラムでＨＭの報告をお
願いします。
４　ライスナイスプロジェクトと錦華学院へ各10
万円を寄附します。

幹 事 報 告
１　近隣クラブ、地区事務所などからコロナ対策の
お知らせ：詳細事務局

２　地区大会が延期に伴い、３月２日（水）３日
（木）は休会です。

　お間違えの無いようにお願いします。
３　２月16日の36周年記念の夜間例会への出席回
答期限が２月９日です。

４　学習支援基金の案内が赤坂ＲＣなどから、平和
機構に関する情報がＲＩ事務局からが来ています。

５　食事のメニューについて、ご希望を幹事まで！

委 員 会 報 告
国際奉仕委員会　廣内委員長
　２月７日(月)12時～　ホテルメトロポリタン
25FオーヴェストにてHMを行います。まだ参加
されていない方は、出席をお願いします。

様々な事業から成っている。
・はじまりはロケットから
　ロケットの役割は宇宙輸送で、人工衛星の地球周
回軌道投入、探査機の惑星軌道投入、宇宙への物資
の補給、宇宙ステーションなどへの人の輸送を行う
ことである。日本のロケット開発は、日本のロケッ
トの父、糸川英夫博士のペンシルロケットから始ま
る。固体燃料ロケットはイプシロンロケット、液体
燃料ロケットはH-３ロケットへと繋がってくる。
H-３ロケットは、最高性能かつ低価格なロケット
を目指している。
・いろいろできるよ　人工衛星
　データ中継衛星、通信衛星、放送衛星、気象衛星、
測位衛星、レーダー衛星、光学観測衛星、降雨レー
ダー衛星、水循環観測衛星、大気観測衛星など、多
くの種類の衛星がある。これらの衛星は、宇宙から
災害・事故の状況把握をする。例えば、東日本大震
災の地殻変動量の測定や海底火山からの軽石の観測
と漂着予測などである。また、ＧＰＳを使い産業に
も役立っている。
・未知への挑戦　「はやぶさ２」
　「はやぶさ」は小惑星への接近とサンプル持ち帰
りを目指し成功した。しかし、トラブルが発生し、
最後まで綱渡りの日々が続いた。「はやぶさ２」は、
奇跡の成功にはしないという決意をし、はやぶさの
欠点を徹底改善、信頼性を高めた。成功、サンプル



卓　話第1599回例会 　シングルペアレントや非正規雇用世帯、外国に
ルーツの世帯などの経済状況がコロナ禍で一層悪化
するなか、貧困の再生産や格差の固定化を防ぐ観点
から、子どもの発達・成長環境の改善が求められて
います。
　そこで、豊島区で2012年から、地域の子どもを
地域で見守り育てる環境づくりとして、学習支援、
子ども食堂をはじめ、遊び・学び・暮らし・おせっ
かいと包括的な取り組みを実施してきた住民の活動
を報告させていただきます。
　また、企業様や経営者様にお力を貸していただき
たいことも提案させていただきたいと思います。

子どもたちの明るい未来のために、今私たちが�
できること
　特定非営利活動法人　
　豊島子どもWAKUWAKUネットワーク
� 理事長　栗林　知絵子様



第８回定例理事会　議事録
■開催日時
　2022年２月２日（水）11：15～12：00
■開催会場　例会場
■議　題

１．会長挨拶：コロナ下での出席に感謝、佐藤久
雄次々年度会長が出席

２．会計報告：承認
3 ． 2 月・３月・４月のスケジュール:承認
４．コロナ下での出席取扱い：前例に沿った実施

で承認 
５．地区大会の準備状況報告：承認
（１）３月２日(水)・３日(木)

⇒５月31日（火）の地区大会に振替（３月２
日・３日は休会）

６．池袋RCとの合併委員会活動報告：承認
（１）基金分科会検討：約500万円（２RC同

額）ですり合わせ中
（２）新クラブ創立経費が掛かる見込み：委員会

一任で承認
（３）週報・HP：１本化：委員会一任で承認、

委員に里見会員、石塚会員を選出
７．団体への寄付
（１）ライス・ナイス・プロジェクトへの寄付：

10万円で承認
（２）錦華学院への寄付　(学用品)：10万円相当

で承認
８．職業委員会での抗原検査キットの購入：承認
９．その他：下期の会費領収証と会員証をメイル

ボックスに入れました。米山奨学金贈呈

■ゲスト
卓話者　
特定非営利活動法人
豊島子どもWAKUWAKUネットワーク
� 理事長　栗林知絵子様
東京池袋西ロータリークラブ　事務局
� 飛田麻里様
米山奨学生� トウ　エツカン様

■ビジター
東京池袋ロータリークラブ、PG� 鈴木　孝雄様
東京池袋西ロータリークラブ� 須藤　和由様

■ニコニコBOX
第1599回（２月２日） 2021-22累計

4名 20,000円 73名 412,500円

■出席報告

会　員 出席算入
会員数 出席数 欠席数 出席率

24名 21名 14名 10名 66.67％

ニコニコBOXコメント
渡邊会員／本日早退致します。申し訳御座いませ
ん。

＜指定ニコニコ＞
佐藤(美)会員（社会奉仕委員会）／栗林さん卓話有
難うございます。FSいつもご苦労様です。本
日とても残念ですが早退致します。宜しくお願
い致します。

櫛田会員（職業奉仕委員会）／抗原検査キットの購
入資金にニコニコ致します。コロナ感染しない
ように気をつけましょう！

細田会員（社会奉仕委員会）／栗林様　お忙しい
中、卓話ありがとうございます。とても楽しみ
にしております。

米山留学生
トウエツカンさんから一言
　口頭試問と研究科の報告会は
すべて終了しました。皆様の�
おかげで無事に合格しました。
ありがとうございました。


