●友好クラブ
韓国・龍仁ロータリークラブ
国際ロータリー第 3600 地区
台湾・台中文心ロータリークラブ
国際ロータリー第 3461 地区
●姉妹クラブ

第 2096 回例会

千曲川ロータリークラブ
国際ロータリー第 2600 地区

11 月９日 №18
会 長 田後 隆二

●提唱インターアクトクラブ
光明学園相模原高等学校

幹 事 阪西 貴子

（石塚さんは Zoom 卓話にて参加）

2015～16 年度財団学友

（資料より、写真を抜粋にて）

石塚

愛

＜自己紹介＞

の募集記事に出会いました。

・中郡二宮町出身

〇青少年交換留学（2009～2010 年度）

・神奈川県立厚木高等学校卒業

・留学先 カルフォルニア州 Auberry

・青山学院大学教育人間科学部心理学科を専攻

・スポンサークラブ 第 5230 地区

・米国カルフォルニア州 Mills 大学に留学
MA in Child Life in Hospitals 専攻
・現在、横浜市立大学附属病院でチャイルド・
ライフ・スペシャリストとして勤務（2018 年～）

＜留学経験について＞

Auberry Intermountain RC
〇財団 地区奨学生（2015～2016 年）
・カルフォルニア州
オークランド
・公共機関は比較的

将来、チャイルド・ライフ・スペシャリスト

発達している。バ

になりたい！と思いましたが、資格を得るため

ークレーやサンフ

にはアメリカへの留学が必要でした。その時に、

ランシスコへのア

タウンニュースで、ロータリー青少年交換留学

クセスは抜群。

〇Ⅿills Ⅽollege

子どもたちの「できた！」
「できる！」という

・1852 年創設

思いを大切にしています。

・学部は女子のみ、大学院は男女共学

〇資格について

・生徒は約 1,200 人、留学生は全体の約 1％

・アメリカ／カナダの大学または大学院へ留学

・Diversity（多様性）に着目した授業

ＡⅭⅬＰ（Association of Child Life Profe

・自然豊かなキャンパス

ssionals）の認定
・600 時間以上のインターンシップ
子ども病院や総合病院の小児科等、さまざま
・資格試験－5 年ごとの資格更新が求められる
実習中の様子

〇第 5170 地区Ｏakland＃３ＲＣ（ホストクラブ）
・世界で３番目に古いＲＣで会員数は 300 人以上
カウンセラーの Joe＆Martha ご夫妻
〇現在のチャイルド・ライフ・スペシャリストの
勤務先（３６施設、５０名）
北海道１施設、東北２施設、甲信越２施設、関
東１２施設、東海６施設、関西７施設、中国３
施設、九州１施設、沖縄１施設
〇チャイルド・ライフ・スペシャリストの役割
・遊び
・検査、処置時の支援
・きょうだい支援
大学での留学生活

・検査、処置の説明
・グリーフサポート
・成人患者家族支援
〇活動場所
・小児科病棟
外来、手術室、無菌室
・児童精神科病棟
・検査室
・成人病棟
・急性期病棟（ICU 等）
〇遊びの関わり

＜現在の仕事について／チャイルド・ライフ・
スペシャリスト（ⅭⅬＳ）とは？＞

・病院＝非日常的な環境
・成長、発達の促進

・子どもと家族が抱えうる精神的負担を軽減する。 ・ストレスの発散、緩和
・乗り越える力を支えるお手伝いをする。

・日常性の維持

〇検査・処置の説明
・成長、発達に合わせたオーダーメイドの説明

平和フェロー・奨学金副委員長

福山 茂

・イメージをつける（五感、時間、練習）
・作戦会議
検査を受ける子どもに作成したゲーム版

地区平和フェロー・奨学金委員会は、3 つの奨
学金プログラム（平和フェロー奨学金・ロータリ
ー奨学金・第 2780 地区ロータリー奨学金）を担
〇成人患者家族支援

当しています。

・子どもへの病気の説明の仕方や、関わり方のア

１．平和フェロー奨学金

ドバイス

平和フェローシップ（支給型の奨学金）を通じ

・子どもへの病状説明の実施

て、世界平和と紛争予防の担い手となる人材を育

・終末期の支援

て、平和推進者の世界的ネットワークを築いてい

〇療養環境向上の取り組み

ます。

・子どもに優しい環境作り
・イベントの企画、運営

平和センターは、現在世界 7 カ国、8 つの有名
大学に設置されています。日本には東京都三鷹の
国際基督教大学(ICU)に平和センターがあります。
選考基準は、プログラムにより異なりますが、
「国際関係」「平和」
「紛争解決」の分野で、3〜5
年間の職歴を有し、学士号に相当する学位、第 2
言語能力など、国際的または地域社会での人道的
活動や平和活動に取り組む熱意がある人が、世界
審査により選出されます。この奨学金は 1 人当り

〇病院へのプレゼンス向上の取り組み

約 80,000 ドル（約 800〜900 万円）支給されます。

・メディアへの積極的な露出

２．ロータリー奨学金

・院内の研究への協力
〇最後に
ロータリーの留学は、私の人生を大きく変えて

ロータリー奨学金（グローバル補助金奨学金）
は、世界で求められている人道的ニーズや「ロー
タリーの 7 つの重点分野」に関連した研究のため、

くれました！ また、これまでも多くの財団奨学

大学院または同等の研究機関への留学を支援する

生の夢を叶えてくださり、本当にありがとうござ

プログラムです。

います。私自身、たくさんの素敵な出会いの中で

この奨学金は 1 人当り約 34,000 ドル（約 360

夢を叶えることができました。今後ともよろしく

万円）の支給型奨学金です。留学後、世界各国で

お願いします。

の活動に携わる、平和を担う人材を育成するプロ

（紙面の都合上、資料を要約にて掲載）

グラムとご理解頂きたいです。＜裏ページに続く＞

３．第 2780 地区ロータリー奨学金
海外の大学または大学院で１～2 年間、研究分
野や芸術・文化を学ぶための留学先を問わない奨
学金です。この奨学金は 1 人あたり約 24,000 ド
ル（約 260 万円）の支給型奨学金です。
ロータリーの奨学金制度は、世界平和を目指す

●川合 貞義会員
①甲斐さん、旭日単光賞の受賞、おめでとうござ
います。
②地区平和フェロー・奨学金の福山副委員長、
ようこそお越し下さいました。
●佐々木 敏尚会員

学生を育てています。これらのプロジェクトは全

財団学友の石塚様、地区平和フェロー・奨学金

て財団への寄付金で運用されています。将来の世

委員会副委員長の福山様、当クラブ例会にご参

界平和貢献のために、ロータリアンの皆様の寄付

加頂きまして、有難うございます。本日は卓話

が役立てられていることへのご理解と、引き続き

をよろしくお願い致します！

のご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

●阿部 毅会員
①地区平和フェローの、福山委員長、本日は宜し
くお願いします。Zoom 卓話の石塚愛さんの卓話

●福山 茂君（相模原グリーンＲＣ）
本日は財団学友の石塚愛さんに卓話の機会を頂
き、
ありがとうございます。
皆様の寄付により、

楽しみです。
②結婚記念日の中里・横江会員及び会社創立記念
日の河野会員、おめでとうございます。

石塚さん始め、優秀な人材が羽ばたいておりま

●伊倉 正光会員

す。重ねて御礼申し上げます。

①石塚さん、福山さん、卓話よろしくお願い致し

●田後会長、阪西幹事

ます。

①ゲスト卓話の地区平和フェロー・奨学金副委員

②横江会員、中里会員、結婚記念日祝おめでとう

長の福山様、財団学友の石塚様、宜しくお願い

ございます。河野会員、会社創立記念日祝おめ

致します。

でとうございます。

②今月お祝の皆様、おめでとうございます。

●冣住 悦子会員、横溝 志華会員

●甲斐 美利会員

①石塚さん、卓話宜しくお願いします。福山さん、

私事で恐縮ですが、過日、叙勲の栄を賜りまし
た。皆様のお陰と深く感謝申し上げます。また
早々に祝辞を頂き、
合わせてお礼申し上げます。

ようこそ。
②11 月結婚記念日祝、会社創立記念日祝の皆様、
おめでとうございます。

●中里 和男会員

③甲斐さん、叙勲おめでとうございます。

①結婚記念日祝、ありがとうございました。早い

●豊岡 淳会員

もので、結婚 54 年となりました。
②財団月間の卓話、ご苦労様です。
●横江 利夫会員
①お祝、
ありがとうございます。
諸先輩を見習い、
頑張っていきたいと思います。
②石塚さん、福山さん、本日は宜しくお願い致し
ます。
●諸隈 武会員
①福山様、
石塚様、
本日はありがとうございます。
②横江会員、中里会員、河野会員、おめでとうご
ざいます。

①本日、ゲスト卓話の石塚愛さん、相模原グリー
ンＲＣの福山さん、宜しくお願いします。
②結婚記念日祝の横江さん、中里さん、会社創立
記念日祝の河野さん、おめでとうございます。
●大井 達会員
①学友の石塚様、福山副委員長様、本日の卓話、
よろしくお願い致します。あいにくの雨ですが
お越し頂き、ありがとうございます。
②11 月お祝の皆様、おめでとうございます。
本日のスマイル額

２６，０００円

今年度の累計額

３２３，５００円

先週の理事役員会の議事を 2 点ご報告します。
（1）老沼会員から 11 月末日をもって、退会する
旨の届出書が提出されました。大変残念ですが、
クラブ定款第 13 条 8 節の規定に従い、理事会
で受理することとしました。12 月からの会員数
は 26 名になります。
（2）年末家族例会について、コロナ禍において
開催が妥当か否か慎重に検討しましたが、開催
する方向で決定しました。多くの会員及びご家
族の皆様のご参加をお願いします。

＜委員会報告・諸隈ロータリー財団委員長＞
11 月はロータリー財団月間です。当クラブでは、

本日ご出席の会員全員にご寄付頂き、ありがとうござ

先週の例会から募金のお願いを始めました。諸隈

いました。欠席の会員には引き続き寄付をお願いして、

委員長を筆頭に、財団委員各位のご尽力により、

ゼロ会員ゼロを達成するよう頑張ります。

多くの皆さんにご寄付を頂いています。
クラブ会長として、また地区ロータリー財団資

＜ロータリーミニ情報＞

金推進委員長として、心より感謝申し上げます。
ゼロ会員ゼロを目指して、引き続き、よろしくお
願いします。

（ロータリーの友 11 月号より抜粋）

「2023～24 年度 RI 会長に
ゴードン R・マッキナリー氏が選出」

昨年度は、私が地区財団委員として当クラブの

国際ロータリー会長指名委員会は、スコットラ

財団月間卓話を担当しましたが、今年度は財団学

ンドのサウスクイーン RC 会員のゴードン R・マッ

友にお願いしたいと希望を出したところ、財団学

キナリー氏を選出。10 月

友会から石塚愛さんにお引き受け頂くことにな

1 日までに対抗候補者が

りました。平和フェロー・奨学金委員会の福山副

出なかったため、RI 会長

委員長にも随行でお越しいただいています。

ノミニーとして宣言され

地区ロータリー財団委員会では、ロータリー財

ました。

団月間に合わせて、各クラブからの卓話依頼をお

ダンディー大学を卒業

受けしています。
今年度は現時点で 65 クラブ中、

（口腔外科）し、エディ

23 クラブから 24 件のご依頼がありました。コロ

ンバラで歯科医院を開業。

ナ禍の影響もあり、昨年度同様少ない数字となり

イギリス小児歯科学協会

ましたが、うち 15 件が財団委員、9 件が財団学友

の会長ほか、学術分野で数々の役職を歴任。

の卓話を希望されています。尚、今年度はポリオ

1984 年に RC に入会し、RI 理事と各種委員会の

プラス委員が積極的に卓話に回っていますが、そ

委員長を歴任。現在は 2022 年ヒューストン国際

ちらは、別途カウントしています。

大会委員会のアドバイバー及び運営審査委員会の

財団委員が卓話に伺う際には、皆さんから戴い

副委員長を務めています。

たご寄付が、どのように活用されているかを主に

マッキナリー氏は、新型コロナウィルス流行の

お話ししています。それは、大きく分けて奨学金

中でテクノロジーを取り入れたロータリーの適応

と奉仕活動です。財団奨学生は、米山奨学生と異

力を高く評価。ロータリーが今後も成長し、人々

なり、国内から海外へ留学される方々ですから、

の参加を促していくには、ロータリーの慣習の最

どうしても馴染みが薄いように感じ、本日の卓話

も良い部分と組み合わせて、このアプローチを継

を通じ、より身近に感じて頂ければ幸いです。

続していくべきだと述べています。（一部略にて）

１．第２７８０地区ガバナー事務所より
①クラブフューチャービジョンセミナー出欠席
ご返信のお願い
先日、開催のご案内をしましたが、現時点では
12 月開催の予測が難しいため、対面とオンライ
ンの両面で出欠を取らせて頂きますので、別紙
にてご返信下さい。
日時：12 月 4 日（土）13:00～17:30
場所：相模原市産業会館、または ZOOM
出席対象者：会長エレクト 11 月 15 日締切
②地区大会 親睦ゴルフコンペのご案内
（※詳細は回覧にて）

〇結婚記念日祝

日時：2 月 28 日（月） 場所：レイクウッドゴ

・横江 利夫会員 １１月１１日

ルフクラブ東西コース 料金：参加費 3,000 円

・中里 和男会員 １１月１２日

プレー費 17,700 円（昼食代別途）

〇会社創立記念日祝

52 組 208 名予定（※懇親会＆表彰式は無し）

・河野 崇会員

登録締切：1 月 10 日

２００４年１１月１日

１１月１６日卓話「宗教雑感」
担当：永保

固紀会員

点

鐘

１２：３０

２３日祝日休会

会

場

「敦煌」

３０日卓話 担当：諸隈 武会員

司

会

斉

唱

横江 利夫 副ＳＡＡ
ロータリーソング「奉仕の理想」

ソングリーダー 川合 貞義会員
会

員

２６名
欠席者
1名

出席（出席対象 20 名）

事前メイク者

Zoom 含み２2 名
本日の出席率

０名
修正出席率(10/26)

９５．６５％

財団学友 石塚 愛さん（Zoom）
地区平和フォロー・奨学金委員会
副委員長 福山 茂君（相グリーン）

８７．５％

●例会場 中国名菜「敦煌」
〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1
TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559
●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3
相模原商工会館３Ｆ
TEL 042-758-5750

ゲスト

●例会 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０
●編 集 親睦活動委員会
委員長：藤本 恵介 副委員長：大槻
委員：川合 貞義、田所
毅、甲斐
阿部
毅、諸隈
武、河野

FAX 042-758-1605

●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp

●http://sagamiharanaka-rc.jp/

実
美利
崇

