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開始（上田美帆SAA委員司会担当）
　定刻となりましたのでこれより第841回
例会を開催致します。
　本日の例会の模様は当クラブのHPの記
録のため録画致しますので、ご参加の皆
様は、予め個人情報の許諾をよろしくお願い致します。

富田洋平会長　点鐘挨拶
　皆様こんにちは！
　周年行事の準備が手作りですすんでいます。楽しみ
にお待ち下さい。

ロータリーソング
　「奉仕の理想」

ゲスト発表（安原良昭SAA委員長）
　オンライン例会にようこそおいで下
さいました。
　本日のお客様は、2名です。
・国際ロータリー第2750地区　
　奉仕プロジェクト
　職業奉仕委員会　委員長　市川　和博　様
・東京中央RC　山田　泉　幹事

幹事報告（石原忠始幹事）
・来週は祝日で例会は休会です。
・ 入会希望者杉原さんの資料を理事

に配信いたします。木曜日に面談し
て報告致しますので、理事の承認
をいただければと思っています。

連絡（富田洋平会長）
・ 本日は周年行事の準備があり、理事の皆

さんの例会参加が遅れているようです。
・ ウクライナ支援金についてのお願いがガ

バナー事務所から来ています。3月末ま
での締切なので、会員一人500円を預り金2,000円
から送金し、更にクラブとして10万円を地区ガバナー
事務所に送金したいと思います。

・ 20周年行事の参加費について2万円で予定していま
したが、クラブの実例会費に余剰が出ていますので、
一人1万円を余剰金から補充し、参加費を1万円に
減額しました。この件で先週末に私から連絡メール
が行ってびっくりした方もいらっしゃるかもしれませ
んが、この趣旨で参加をよろしくお願い致します。

・理事の方へ連絡
水野会員推薦の入会希望者の申込があり、これから
幹事を通じて資料がメール送信されますので一読の
上ご意見をよろしくお願い致します。

奉仕プロジェクト報告（海渡千佳理事）
　3月11日（金）夜にマイクロプラスチッ
クスの映画を17，８名の参加で上映
会を行いました。終了後に少人数に分
かれてディスカッションを行いました。
飽きることなく最後まで見れて、身の周りを見てもプラ
スティックばかりで、最終的に海へ流出し海の生態系
の中で海洋生物に有害な作用を及ぼしています。
　見逃し配信も3月17日まで可能です。今後この映画
の佐竹監督とつないでのディスカッションも予定してい
ます。

周年行事カウントダウンコーナー（川口惠理事）
　周年行事に最適なキャッチコピーを作る
会に参画してきました。
　当クラブが今後も発展できるようにい
い20周年を迎えられたらと思います。

報告（明山友美会員）
　こんにちは！
・ 4月5日に補助金について財団のセミ

ナーが開かれます。
・ 10月24日のポリオデーに今年も何らか

の活動を準備しています。
　両方とも皆様のご参加をよろしくお願い致します。

報告（海渡千佳理事）
　育成園卒業生向けビデオ
レターを作成しましたので、
ご覧下さい。
　（約6分の映像／富田会
長挨拶以下12名の会員一人
30秒程度）
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接続会員数25名＋メーキャップ0名
（正会員58名-休会5名）

出席率 47.17%



ルドンは、ビジネスはすべて社会に尽くす手段でな
ければならないとの信念のもとに「最もよく奉仕する
者、最も多く報いられる。」（He profits most who 
serves best.）という標語の原型となる言葉を掲げ、
1910年ロータリーの大会で採択されました。
　その後1923年ベルギー国際大会で「職業奉仕」
が採択され、1989年にはロータリーの職業宣言8項
目が採択されています。

・渋沢栄一の職業奉仕
　日本初の銀行と証券銀行を創設した渋沢栄一は、
利益と道徳の両立を提唱し、利益は独占してはなら
ずできるだけ多くの人に還元し、社会全体を豊かに
しなければならないと「道徳経済合一説」を主唱し
ました。これは官尊民卑の否定であり、150年前か
ら日本にも脈 と々して流れています。
　渋沢は、「官を成す根源は何かといえば仁義道徳。
正しい道理による富でなければ、その富は永続する
ことはない」と述べ、「事柄に対して如何に道理に
かなうかをまず考え、道理にかなったやり方をすれ
ば国家社会の利益となるか、さらに自己のためにも
なると考える。」とエッセンスを語りました。
　私はこの考えを経営を持続可能にする（サステナ
ビリティ）途を唱えたものととらえ、2015国連サミッ
トで採択されたSDGsの考え方にも連なると考え、
日本人としてとても誇りに思っています。

（要約文責　宮下）

国際ロータリー第2750地区
奉仕プロジェクト

職業奉仕委員会委員長
市川和博（いちかわかずひろ）　様

【プロフィール】
1948年 東京都中野区生まれ
1979年  八王子市にて医療法人 市川矯正歯科

医院を開設
1986年2月  東京八王子南ロータリークラブ入会

（チャーター）
1989-2006年 クラブ委員長を歴任
2002-03  国際ロータリー第2750地区新世代副委

員長
2007-08 クラブ幹事
2012-13 クラブ会長
2014-15 多摩南グループ ガバナー補佐
2015-16  国際ロータリー第2750地区青少年奉仕

副委員長
2016-17  国際ロータリー第2750地区RYLA委員

長
2017-18  国際ロータリー第2750地区RYLA副委

員長
2021-22  国際ロータリー第2750地区奉仕プロジェ

クト 職業奉仕委員長

【卓話】
・こんにちは！

　八王子南RC所属の市川です。11月の地区職業奉
仕セミナーに沢山の参加ありがとうございます。貴ク
ラブの福元会員には地区委員として多大な貢献をい
ただいており、本日は矢部プログラム委員長にお世
話になり、ありがとうございます。
　「職業奉仕」という言葉は、ロータリー独自の言
葉で、他の奉仕団体との差別化に役立っています。
奉仕には、青少年奉仕、国際奉仕、社会奉仕は分
かりやすいですが、「職業奉仕」とはどこの団体に
もありません。職業は目的と必然性で定着していく
もので、利益を追求するものではないというロータ
リー独自の言葉です。職業奉仕がなくなったら、た
だの奉仕団体になってしまいます。今回は歴史を簡
単にお話しし、ここまでは知ってほしい点を日本の
職業奉仕としてお話したいと思います。
・ロータリーの職業奉仕

　ロータリーの目的は、日々の仕事を通して世の中
に貢献するため、奉仕の心を育て向上させることと
され、初期ロータリーの指導的人物アーサー・シェ

富田洋 平 会長 本日は地区奉仕プロジェクト・職業奉仕
委員会　委員長の市川様に卓話をお願
いさせて頂いております。一同楽しみにし
ております。どうぞよろしくお願い致します。

 また、東京中央RCの山田幹事、ようこそ
当クラブのオンライン例会へ！

大盛敬子 会員 ウクライナ支援金　1万円、寄附させて頂
きました。

にこにこ合計5,000円

「職業奉仕の歴史とこれから」卓
話



きちゃんは大学進学し保育士を目指しているそうです。
　中大RACも上から目線ではなく同じ目線で接してく
れたので、とてもいい会になったと思います。今後も定
期的に交流の機会を持つ方向で進めたいと思います。

周年行事カウントダウンコーナー
（大盛会員）
　当日の音楽は19:00から15分間に6曲演奏します。
金子バンド5名がバックとなり、明山会員がビーマイベ
イビーなどを歌います。明山会員のバックで9名がダン
スとコーラスを披露します。当日はとにかく楽しく歌って
踊っていただけると思います。

（明山会員）
　金子会員がビートルズのコピーバンドの方たちをお連
れ下さるので、皆様お楽しみ下さい。私も楽しんでいた
だくために出演させていただきます。どうぞ応援よろし
くお願いいたします。

富田会長報告
・育成園について

　今春園を卒業する高校3年生2
人に対する第1回目の交流とお祝
いの会は、当初はぎこちないス
タートでしたが、若い子たちが好
きな話題、音楽、彼氏・彼女の話で、その後打ち
解けてくるようになって、アクトに進行をしてもらって
頑張って1時間いいものを作り上げてもらいました。
　この2人も小学生の頃は学君とあきちゃんでした
が、もう高校3年生になるとこれから就職をしていく
立派なお兄さんお姉さんになって、これからどうして
いきたいかなど語ってくれました。
　これからも中大アクトと共に卒業生と定期的に交
流の場をもって悩みや疑問を相談できる会として続
けていきたいと思い、お2人にも提案したところ、是
非と言っていただきました。

・ハローアルソンについて
　フィリピンで子どもたちに歯科医療を提供するプ
ロジェクトですが、　ここにきてやっと地区補助金20
万円で下りたので、当クラブの奉仕会計から10万円
を出しまして、予定していた歯科ポータブルユニット
の購入に充てる方針です。

・ 周年行事の当クラブ会員の出席率70％強となり、こ
こまで委員の皆さんが時間を犠牲にして頑張ってい
ただいた手作り行事として、お客様の地区グループ
の皆様に素敵だなと思っていただけると信じていま
す。あと2週間となりましたので、手作り行事を大い
に盛り上げてご協力よろしくお願い致します。

・ウクライナへの寄付について
　RIからの要請がありましたので、当クラブから1
人500円×60人分、クラブ会計から10万円を寄付し
ました。その他に個人的に、秋葉さん・海渡さん・

開始（大盛敬子SAA委員司会担当）
　定刻となりましたのでこれより第842回例会を開催致
します。
　本日の例会の模様は当クラブのHPの記録のため録
画致しますので、ご参加の皆様は、予め個人情報の
許諾をお願い致します。

富田洋平会長　点鐘挨拶
　皆様こんにちは！
　今週末例年より早めに桜が満開になり、私は目黒川
の桜を見に行きました。日本で一番と思いました。桜
満開は一年のうちたった2，3週間ですが、日本中が
楽しみにしているもので、桜の力はすごいと感じます。
　20周年行事もあと2週間後に迫ってきました。当ク
ラブから約7割の出席になっております。皆さんありが
とうございます。委員の皆さん、沢山の時間を使って
準備をありがとうございます。お客様に喜んでもらえる
ようにまだまだ準備がありますが、皆様も楽しみにして
いただければなと思います。
　それでは第842回例会を開催致します。

ロータリーソング（リーダー　圓井順子会員）
　「それでこそロータリー」

卓話者・ゲスト発表（安原良昭SAA委員長）
　ハイブリッド例会にようこそご参加下さいました。
　本日のゲスト2名です。
・ 日本スポGOMI連盟　一般社団法人ソーシャル 

スポーツイニシアチブ　馬見塚　健一　様
・ 福元会員ゲスト　㈱ギャラリーゴトウ　 

代表取締役　後藤　眞理子　様

奉仕活動報告（海渡理事）
　育成園からのオファーがあり、3
月21日に交流会を実施し、富田会
長、私、中大RAC 2名、育成園
卒業生2名が参加しました。お互い
にニックネームで呼び合って、ト
ミー、リッキーなど、卒業生は男子矢野さん、女子あ
きちゃんでした。小学校6年生の頃、キャンプでアニメ
のかずちゃんを覚えているなど思い出話をしました。
　近況としては、矢野さんはずっとサッカーをやってい
て、今後は仕事をまず頑張りたい、旅行や車の免許も
取りたいとの話がありました。あきちゃんは動画が好き
で、音楽系のストプリをよく見るそうです。
　矢野さんはセコムの緊急対応部署に配属予定で、あ
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出席と接続会員数29名＋メーキャップ1名
（正会員58名-休会5名）

出席率 56.60%



山下さん・野呂さん・宮下さん・落合さん・早川さん・
大盛さん・石川さん・中里さん・芝さん・水野さん、
私も最後に、なんと合計で18万5千円の寄付を頂き
ました。ありがとうございました。

幹事報告（石原忠始幹事）
・ まん防が解消されましたので、本日から通常例会に

戻ります。来月から理事会・周年行事も続きますが、
まだ感染者も出ていますのでマスクのご用意は各自
手配をお願いします。

・ 周年行事ですが、手作り感ということで、各テーブ
ルにバルーンを配置したいと思います。西村さんに
作っていただいたものが会長幹事席に飾ってありま
すが、ベースが直径16，7センチのもので、そこへ
バルーンを差して作りたいと思います。参加者1人1
つ2リットルのペットボトルの下を切ってお持ちいた
だいて、水を張って土台にする予定です。
　先週のマイクロプラスチックスの話もありましたの
で、使用後のペットボトルは再利用BOXに収めるな
ど、海に流れないよう極力努力する予定です。

日本スポGOMI連盟�一般社団法人
ソーシャルスポーツイニシアチブ

馬見塚健一（まみつかけんいち）　様

【卓話者プロフィール】
2006年、環境とスポーツをデザインするブランディング
集団「まわるプロジェクト」を設立。同年「ゴミは幸せ
の抜け殻 mawaru fukuro」という利益還元型のゴミ
袋を発表。2008年よりゴミ拾いという社会貢献活動に
スポーツの要素を取り入れた「スポGOMI大会」を立
ち上げ、主導。現在は「スポーツで、国や地域の社会
課題を解決する。」をテーマに、環境保全以外の社会
課題の解決にスポーツを掛け算する事業を展開。
2017年より  東京オリンピック・パラリンピック競技大

会組 織委員会主催で「東京2020スポ
GOMI大会」を開催。

2019年より  日本財団 海と日本プロジェクトにて全国
の高校生を対象とした「スポGOMI甲子
園」を開催

2016年2月 内閣府マッチングフォーラム特別賞 受賞
2019年11月 環境大臣賞 受賞
2021年4月 文部科学大臣表彰 科学技術賞 受賞
2022年3月 スポGOMIアニメ化

【紹介】（福元智子幹事）
　私も3月21日に江ノ島でスポーツゴミ拾いに参加しま
した。スポーツにすると本当に面白くて1時間真剣にな
り、私達は興奮して、その日優勝しました。
　何がいいかというと、その後街中のゴミが気になっ
てしょうがなくなり拾いたくてしょうがないことになって
しまいます。皆様是非お聞き下さい。

【卓話】
　私たちの団体はスポーツの力で国や地域の社会課
題の解決を目標として、「ゴミ拾いはスポーツだ」とす
る「スポGOMI大会」を2008年から展開し始めてい
ます。
　その後ご高齢者の雪かき社会課題の解決を目標に

「スポーツ雪かき選手権」を北海道小樽で開催してい
ます。
　又、過疎化による人手不足の社会課題の解決を目標
に過疎化が進み人手の足りない長野県下伊那郡松川町
で収穫後残った柿をもぐ作業をスポーツ化し「スポー
ツ柿取り大会」を開催し、信州大の学生や近県の家
族などが参加してくれています。
　銭湯文化の衰退という社会課題の解決のために「ラ

富田洋 平 会長 桜、満開ですね。
 本日も元気に参りましょう
石原忠始 幹事 誕生日なので、ニコニコします。
大盛敬子 会員 久しぶりの例会です、4/11の周年行事を

楽しみにしております。宜しくお願い致します。
海渡千佳 会員 育成園の高3卒業生とオンラインで交流し

ました。
 2人ともとても素敵な青年としてそれぞれの

道に進まれるとのこと。
 後ほどご報告いたします。
高橋　肇 会員 まん延防止も明けたのでニコニコします。
時枝紀子 会員 早くも桜が満開となり、気持ちも若返ります。
 遅くなりましたが、先日は誕生日をお祝い

頂き有難うございました。
西村美寿穂会員 子供が生まれて以来、毎年同じ桜の木

の前で写真を撮るのが恒例です。
 今年も元気にそろって桜が見れたので、

ニコニコします。
野呂洋 子 会員 本日はスポゴミ代表の馬見塚さんの卓話

で、とってもお伺いしたかったのです参加
できずに残念です。先日、江の島で実施
したスポゴミに参加して感動しています。

 私達のクラブでも実施できると嬉しいです。
圓井順子 会員 石原さんお誕生日おめでとうございます。
 昨日のクリスマス例会では司会リード頂き

ありがとうございました。
水野珠貴 会員 桜が満開になり、春の到来をお祝いして

ニコニコします。
南　章乃 会員 桜が満開です。
 春爛漫でウキウキします。
山下 　 江 会員 目黒川の桜が満開で大変気持ちがいい！

にこにこ合計29,000円

「スポーツの力で
　　　　社会課題を解決」

卓
話



　2008年スタート以来、総開催数約1200大会、総参
加者11万名
　活動は国境を越え、ロシア、ミャンマー、韓国、ハ
ワイ、パナマ、ベトナム、ボリビアなどで実施

（事例）
①　 東京オリンピックパラリンピック競技大会組織

委員会主催
　　2017年　新国立競技場周辺
　　2018年　お台場周辺
　　2019年　一宮、江ノ島周辺
②　 国連広報センター協力　6月5日世界環境デー

に開催
　　江ノ島周辺
③　スポGOMI大会 in　府中
　　ラグビー国際大会と共催
④　スポGOMI大会　in　西京極
　　J2京都パープルサンガF.C. vs 横浜FC戦にて
⑤　 平成30年福井国体に向け、県内全市区町村で

開催
　　主催　福井県
　　 平成27年から福井県内で24大会、国体へ向け

住民が一体となってスポGOMIで盛り上げ
⑥　海ゴミをテーマとして海岸スポGOMI
　　主催：葉山元町商店街
　　開催日：2018年11月
⑦　東京都環境局、東京都環境公社共催
　　環境学習講座として継続開催
⑧　スポGOMI　×　UNIQLO
　　ゴミ拾いって楽しい！　かっこいい！
⑨　スポGOMI甲子園
　　全国25都道府県の高校生対象
　　 予選会により各県代表校を決め、全国大会（東

京で）実施。
⑩　愛知県豊田市高岡中学校
　　 修学旅行のカリキュラムとしてスポGOMI大会

開催
　　2019年5月　東京お台場
⑪　明星学園高等学校
　　地域への社会貢献として2016年から開催
　　テレビ朝日で特集番組

・新しい取り組み
　＊車いすチャレンジ　in TOYOTA
　　2016年12月から継続開催中
　＊eスポGOMI　in 横浜
　　世界初！　eスポーツとゴミ拾いの融合
　　メディア：NHK，MBS，ヨコハマ経済新聞
　＊スポGOMIワールドカップ（アニメ）
　　 全国の小学校の環境問題教材（2022年1月から

配布）
・受賞

ンスパ」として近年業績を落として無くなりつつある銭
湯を鹿児島魅力の一つとして活性化するため、かごし
まマラソンと掛け算し銭湯をランニングステーションと
して活用する大会を開催しています。
　商店街の活性化という社会課題の解決のために、子
どもからお年寄りまで楽しめる卓球大会を商店街の路
上で開催しています。
・「スポGOMI」
　以上の中で一番古い活動がスポーツと社会貢献を掛
け算した「スポGOMI」です。ゴミ拾いをスポーツ化し
て、いろんな人に参加の機会を作って海洋ゴミ問題を
考え、気付いてもらう運動になっています。
・「スポGOMI」がもたらす効果
　1　街の環境美化
　2　健康促進
　3　地域コミュニティの絆・リアルな繋がり
　4　子どもたちへの効果による将来への持続性
・5つの強み
　1　どこでも開催できる！
　　　（街、海岸、野山などどこでも競技エリアとなる）
　2　だれでも参加できる！
　　　（ 子どもから学生、大人、高齢者まで誰でも楽

しめる）
　3　地域を巻き込む！
　　　（ 自治体、学校、企業など地域で協力し合って

取り組む活動です）
　4　結束力の向上！
　　　（ 地域コミュニティの絆、リアルの繋がりや楽し

さを生みます）
　5　短時間で完結！
　　　（一大会60分で終了するイベント）
・SDGsとスポGOMI
　　11　住み続けられるまちづくりを
　　14　海の豊かさを守ろう
　　15　陸の豊かさを守ろう
　　17　パートナーシップで目標を達成しよう

　スポGOMIは、SDGsの啓発に適した日本独自の
活動として日本の国連広報センターより広く世界に発
信されました。
・スポGOMI当日の流れ
　①　開会式　　　　チームごとに整列し開会式。
　　　　　　　　　　ルールブックを基にルール説明
　②　準備運動　　　競技前に体をほぐします。
　③　作戦タイム　　 各チーム毎に競技エリアと分別

ルールを見ながら戦略を練る
　④　選手宣誓
　⑤　競技スタート　 「ゴミ拾いはスポーツだ！」の掛

け声で。
・東京2020　スポGOMI大会（動画）
　世界環境デーに東京オリンピック組織委員会主催
・開催実績（2021年12月）



宮下 文夫・山田 桂子・小堀 　彰・
川口 　惠・金子 健彦・諏訪 智美・
大石 由梨枝・白坂 亜紀

クラブ週報
編 集 担 当

　2019年11月　環境大臣賞受賞（グッドライフアワード）
　2021年4月　科学技術賞（文部科学大臣表彰）
・所感
　1　課題解決に対し自分に裁量があるか？
　2　 大義や理屈だけでなく、非日常の体験と気づき

が変容を起こす。
　3　共鳴、共感、共体験をどう構築
　4　自分の共感が誰かの共感に繋がると信じる。
　5　目的へのアプローチの多様性
　6　信じて継続が最大のマーケティング

　私たちは、スポGOMIというスポーツが最終的に世
の中から無くなることを目指しています。
　ありがとうございました。

（要約文責　宮下）


