
                

 

 

 

 

 

 

【2021-22年度 地区方針】“クラブ基盤のさらなる充実強化”〜会員の増強こそが最大のサービス（奉仕）〜

〜   

 

 

 

 

 

 

 

 

                

    例 会 報 告       

 開会点鐘  貝田 充会長  

 司  会   渡邉 新治会場監督 

 合  唱   ロータリーソング 

         「君が代」「奉仕の理想」 

クラブソング  「拓け未来へ 拡げる友の輪」 

 お客様紹介 一尾 亮輔親睦活動委員 

・認定 NPO法人シャイン・オン・キッズ 事務局長 

                   ニーリー・美穂様 

 プログラムコーディネーター 執印 優莉亜様 

今後のプログラム予定 

        4月 5月 プログラム名 

     4月 19日 

卓話 富士通テクノロジー

ホールオンライン見学会 

富士通川崎工場 

高瀬館長 

     4月 26日      休 会 

    5月 3日      休 会 

出 席 報 告 鹿島 義久出席委員長 

 

 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

43名 36名 

6名 

対象外 

（3） 

92.31％ 

欠 8名 

対象外 

（3） 

MU0名 

 

87.82％ 

 

【本日の欠席者】  三木 治一会員  堀一 慶明会員 

長谷川俊雄会員  野口 新二会員  奥村 香 会員 

斉藤かおり会員 

ニコニココーナー大友 徹副会場監督 

貝田 充会長：NPO法人シャイン・オン・キッズニーリ

ー美穂様・執印優莉亜様本日はご来会あ

りがとうございます。 

原 敏之幹事：渡ニーリー美穂様・執印優莉亜様、本

日は卓話よろしくお願い致します。 

島 利夫会員：新学期が始まりました。早くウクライナ

に平和が訪れます様に。 

川口 禮敬会員：執印優莉亜様、卓話ありがとうござ

います。拝聴させて頂きます。 

稲富 正行会員：NPO法人シャイン・オン・キッズ事務

局長ニーリー美穂様・執印優莉亜様、本

日は例会への参加ありがとうございます。

コロナ禍での取組みについてのお話・厳し

い状況など聞かせて頂きたいと思いま

す。 

細山 勝三郎会員：NPO法人シャイン・オン・キッズ事

務局長ニーリー美穂様、本日の卓話よろ

しくお願い致します。 

会   長     貝田 充 

副 会 長     金子 利昭 
幹   事     原 敏之 
S  A  A     渡邉 新治 
会報委員長    小島 徹 
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鹿島 義久会員：長い間廣山さん大変お世話になりま

した。今年も東北は大変でした。例会に出

席できます。 

渡邉 新治会員：卓話楽しみにしています。本日もよ

ろしくお願い致します。 

 

合計   8件 27,     7,000 円 

累計  288件 380,000 円 

お 祝 い ご と 

入会記念日 
小泉 繁勝会員 冨岡 昭一会員 

結婚記念日 

小丸日出夫会員  

井上 裕司会員  

配偶者誕生日 

志村 修司会員 洋子様 

鹿島 義久会員 晴代様 

島 利夫 会員 由美子様 

叶野 聡 会員 恵美様 

渡邉 新治会員 葉子様  

会員誕生日 

冨岡 昭一会員 

叶野 聡 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 報 告 貝田 充会長 

１． 国際ロータリーより 2022 年 4 月のロータ

リーレートのお知らせが届いております。 

2022年 4月 1＄＝122円  ご参考 2022

年 3月 1＄＝116円 

２． 地区より 2022学年度新規米山奨学生・カ

ウンセラーの為のオリエンテーション開催

のお知らせが届いております。日 時：4

月 16日（土） 14：00〜16：30場 所：ホテ

ルキャメロットジャパン 5F「ジュビリーⅡ」 

３． 公益財団法人 米山梅吉記念館より 館

報 春号 39 号および賛助会員ご入会の

お願いが届いております。回覧致します。 

４． 地区より 2021-22 年度 岩沼市千年希望

の丘 育樹活動へのお誘いのお知らせが

届いております。日 時：5 月 21 日（土） 

集合 12：00（仙台駅）場 所：宮城県岩沼

市押分須加原「千年希望の丘」 詳細は

回覧致します。 

５． 地区より第 7 回日台ロータリー親善会議

（福岡大会）オンライン（日本国内はハイ

ブリッド）開催のご案内が届いております。 

日 時：5 月 6 日（金） 16：00〜場 所：ホ

テルニューオータニ博多  4F「鶴の間」  

詳細は回覧致します。 

 

幹 事 報 告 原 敏之幹事 

１． 例会変更 

   川崎高津   4月 7日（木）→9日（土）移動例

会「献血活動」溝の口駅前 

            4 月 14 日（木）移動例会「職場

見学：川崎スカイブリッジ」 

   川崎マリーン 4月 7日（木） ハイブリッド例会

（例会場・ZOOM） 

             4月 14日（木） ハイブリッド例

会（例会場・ZOOM） 

             4月 21日（木） ハイブリッド例

会（例会場・ZOOM） 

             4月 28日（木） 休会 

   川崎北    4 月 13 日（水） 親睦移動例会 

点鐘 18：00箱根湯本・ホテル河

鹿荘 

             4月 27日（水） 休会 

             5月 4日（水）  休会 

    川崎幸    4月 8日（金）  親睦移動例会 

米山梅吉記念館 日帰りバス

旅行 

             4月 29日（金） 休会 

             5月 6日（金）  休会 

２． 本日例会終了後、理事役員会を開催い

たします。関係各位のご出席をお願い

致します。 

委員会報告 内藤５０周年実行委員長より 

３月２９日に行われました、第５回川崎中 RC

創立５０周年実行委員会の報告がありました 

（議事録参照） 

萩原ひとみ会員より創立５０周年記念事業東北

支援参加のアンケートのお願いがありました。 

 

卓   話 「コロナ禍で活躍するファシ

リティードッグ」 



ＮＰＯ法人シャイン・オン・キッズ 

事務局長 二―リー・美穂 様 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ執印 優莉亜 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紹介者：稲富 正行ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 

 

シャイン・オン!キッズは、小児がんや重い病気の

お子さんやご家族の支援団体です。アメリカ人の

理事長が、日本で息子のタイラー(白血病により

逝去)の闘病を約２年経験、医療技術では世界

最先端である日本が、入院環境の点で大きな課

題があると感じ2006年団体を設立、2012年に東

京都より認定NPO格を取得、現在全国26病院で

エビデンスに基づいた心のケアのプログラムを

導入しています。 

 

今回はまず小児がんを幼少期に二回経験し保

育士として活躍する執印が、小児がんの現状及

びコロナ禍の課題をお話します。 

 

後半はニーリーより、コロナ禍でも途切れる事な

く活躍する「ファシリティドッグ事業」オンライン事

業「シャイン・オン！コネクションズ」アート介在療

法の「ビーズ・オブ・カレッジ」などについてもご紹

介します。 

 

ファシリティドッグとは、ある特定の施設に常勤

し、職員の一員として活動する犬のことです。欧

米で2000年頃より広がり、医療施設のほか、特

別支援学級、裁判所などでも活躍しています。 

 

当団体では看護師資格をもち５年以上の臨床

経験があるハンドラーとこども病院で働くために

専門的に育成された犬のチームを全国4ヵ所の

こども病院に派遣しています。 

 

長期入院を余儀なくされコロナ禍で社会的孤立

が深刻な患児にファシリティドッグが介入します。

辛い治療や痛い検査に付き添ったり、手術室に

同行したり、一緒にリハビリします。心のケアだ

けでなく鎮静薬が減らせたり、治療が効果的に

進むこともあります。終末期のお子様にも寄り添

うなど人間には出来ない力を発揮します。 

 

しかしながら、運営費は、ハンドラーの人件費や

犬の管理費等、年間１チーム1000万近くかかり

ます。その他の事業も、企業や個人の方からの

寄付や助成金で成り立っており、ぜひ皆様から

の温かいご支援をよろしくお願いいたします。 

 

執印 優莉亜 様（しゅういん ゆりあ）シャイン・オ

ン！キッズ プログラムコーディネーター、保育士 

 

 

 

 

 

0 歳で網膜芽細胞腫、8歳で横紋筋肉腫を罹患し

た小児がんサバイバーであり、2017 年から 2020

年まで 学生スタッフ キャンプカレッジ ファシリテ

ーターを務める 

疲れやすさや感覚過敏など、ちょっと困った症状と

向き合いながら、小児がんの子どもと家族にとって

素敵な未来を実現するために奮闘中！ 


