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■柏西ロータリークラブ URL.http://kashiwa-nishi-rc.com/

四つのテスト
1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるかどうか？
2018-2019 年度 会長：髙田 住男

幹事：齋藤

敏文

■第 2790 地区ロータリークラブ URL.http://www.rid2790.p/2018/

２０７５回通常例会

１１月の柏西ＲＣの４５周年行事へ

ずれにしても、自分の会社の事情に

の招待など国際交流を薦めるためで

合わせて、お客さんを第一にしっか
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す。後日談は例会時に発表させてい

りとした計画を立てる必要がありま
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さて、本日は、日本における大き

1. 卓話 水留・升谷 会員、奨学生

も う 一 つ の 大 き な 行 事 は、

な行事と私たち経営者の関係につい

２０２０年度の東京オリンピックで

て、ロータリーに関係しませんが、

す。７月２２日（水）からサッカー、

一緒に考えてみたいと思います。今

ソフトボールの試合が開催され、７

年２０１９年には、平成天皇が退位

月２４日（金）には開会式、８月９

され、５月１日皇太子さまが天皇に

日（日）まで１９日間の競技が東京

成られます。これに伴って、５月１

を中心に開催されます。開催期間は、

日（水曜日）を今年限りの祭日にす

車が集中し、報道によれば、首都高

ることが国会で決定されました。そ

速の料金を高くして、高速道路にな

の趣旨は「国民の祝賀ムードを高め

るべき利用しないようにしようとす

る」のが狙いだそうですが、これに

る動きがあります。電車を使え、ど

より、４月２７日（土）から５月

うしても車を利用する者は一般道を

６日（月）まで１０日間休みとなり

通れとのことでしょうか。運送業者

２月４日「八っちゃん」にて、台

ます。休日をターゲットとしている

に取ってみれば、運送原価が高くな

中港東南扶輪社への訪問に際しての

企業はこの休日を出勤して貰い、振

り、一般道路を通れば渋滞するとい

結団式が、嶋田委員長のもと、開催

替え休日を取る必要があるのでしょ

う弊害が生ずることにも成りかねま

されました、参加者のうち９名の有

うか？一般の企業は、大事な４月末

せん。頭の痛い問題です。医師会は

志が参加しました。２１日、朝５時

から５月の上旬の休暇をどのように

休日診療をするのでしょうね？いず

の柏駅出発、羽田空港から台湾の松

対処するのでしょうか？皆さんの会

れにしても、事前準備が必要な年が

山空港へ向かうことになりました。

社はどのようにする計画ですか？い

続きます。
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① 2019 年決議審議会立法案提出の依頼
② 2019-20 年度

ロータリー手帳

1 部 600 円＋消費税

注文の依頼

5 月下旬配布予定

③ロータリーデー・希望の風コンサートのご案内

委員会報告
①国際奉仕委員会

嶋田英明

台湾訪問について
②親睦活動委員会

飯合幸夫

榊会員夫人お通夜について

日時：５月２２日（水）14:00 ～
場所：千葉文化センター

委員長

アートホール

例会日／金曜日 12：30 〜
事務局／〒 277-0011 柏市東上町 7-18
例会場／ザ・クレストホテル柏
柏商工会議所会館 505
〒 277-0842 柏市末広町 14-1
TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
TEL.04-7146-1111 FAX.04-7146-2100
E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

副委員長

卓話「RYLA セミナーに参加して」

水留茂之会員・丁亮米山奨学生・升谷庸会員
時間の誤差が限りなく無いと得点がいい。早くても遅く
てもダメだっていうことで、その時間、歩く速度を考え
ながらチェックポイントを通過して、ペアごとに競技、
得点を競うというような競技でした。
簡単に言うとそんなような感じなんで、後は丁亮君か
らいろいろ体験、お話させて頂ければと思いますので、
よろしくお願いします。
丁亮米山奨学生
皆さんこんにちは。

水留会員

今日は今週参加しました、青少年指導育成プログラ

皆様こんにちは。
話があったように先週の土日ですね。 ムの感想を皆様に報告いたします。2 日の朝の新柏駅で
2 月の 2・3 とで岩井の方でライラセミナーに参加して

水留さんと一緒に合流して岩井に行く電車に乗車しまし

きました。3 人でですね。升谷庸さんには一週間前にお

た。RYLA を組織した方から頂いた資料を見て、この二

願いして急遽出て頂いて、丁亮君にも色々と、大学以外

日間の活動は歩行ラリーを中心として行う活動だと思い

に若者と接することあまり無い中で、ちょっと不安があ

ますが、歩行ラリーって何ですか、という疑問がありま

る中で快く二人とも参加して頂きました。本日は私は後

した。でも優しい水留さんと一緒ならば、心配する必要

日また青少年の方で卓話の時間を頂いてますので、あま

はないじゃないですかと思いました。しかし実際、岩井

り話してしまうと話すことがなくなってしまいますの

の会場に着いた時は、水留さんと違う組に分かれました。

で、簡単にどんなことをやってきたかということを話さ 「これは何の状況ですか？」周りは全然知らない人と一
せて頂いて、丁亮君と升谷庸さんにお話をして頂きたい

緒にユニット、チームを作りました。「そのまま知らな

と思います。

い人と一緒に二日間を過ごしますか？」すごく不安でし

当日はすごい天気が良くて、歩行ラリー日和だとは
思ったんですけど、
関係者に聞いたところ、そんなんじゃ

た。
この RYLA に参加した人は全部で大体 70 人ぐらいで、

だめだ。雨で悪天候じゃないと意味がないじゃないです

私と同じペアは 16 歳の女子校生・小幡さんと、ロータ

けど、いかにこの悪天候の中で、競技をやるということ

リアンの三浦さんです。3 人のペアで初日、歩行ラリー

が良いと言うか、そんなことを仰ってました。

を行うときは、実際にロータリアンの三浦さんをリー

行った方はご存知かと思うんですけど、行ってない方

ダーとして、全部が三浦さんの先導で路線を選択、コマ

に簡単にどんな事をやったのかってのをお話させて頂き

図を分析しましたが、私は自分の判断力が自信がないの

ますと、参加人数が、関係者・実行委員含めて 110 名

で、あまり声ができませんでした。そして結果として終

で、競技に参加したのが 70 名ぐらいですかね。その中

点は行けなかったです。

で A 班、B 班とを分けて、その中でまた 3 グループに

その日の夜は反省会で同じチームの皆様は協力的な問

分かれました。１グループ、ロータリアンが二人くらい

題点を分析しましたが、私は自分自身の問題点も考えま

で、その他青少年、11 人から 13 名ぐらいのグループ

した。三浦さんの言う通り行動する、三浦さんも大変で

になりまして、その中でまた決められた 2 人のペアと、 すし、良い結果ができませんと反省しました。3 人ペア
3 人のペアとに分かれて行いました。スタートする時に

を作りまして、ラリーを行う期間内、三浦さんはロータ

は地図を渡されるんですけど、順路に沿って歩いていっ

リアンさんの事を考え、自分の判断と意見を出さないこ

て、チェックポイントがあって、チェックポイントを通

とより、いろいろ心配しなく、平等的な仲間と考えて、

過する際ですね、最初に何キロで歩きなさいという指示

チームワークをすれば、よい結果ができるはずだと思い

があって、3km とか 6km で歩く。順調に間違いなくそ

ます。

のチェックポイントに行くことで距離が出る。距離と時

そして２日目の歩行ラリーを行うときに、三浦さんを

速が出ますので、だいたい何分かかってそこを通過する

コマ図を見るだけでなく、自分も分析して、自分の意見

か、という所でまたチェックポイントには時速何キロと

を出しました。結果として２日目も終点まで行かなかっ

いうのが示してあってですね、それを通過する時の誤差、 たですが、初日よりずいぶん順調になりました。

それでも二日目の午後に、同じチームの連中が一緒に

く、ジェネレーションギャップを感じることは全くあり

活動の新聞を作りました。新聞の中に集合後で、スタッ

ませんでした。ライラにはもっと早い時期に参加してお

フさん達はお疲れ様でしたと書きました。信頼を育むつ

くべきだったと後悔すら覚えています。是非、若いロー

ながりを築くコミュニティを育てるを目的とする、今回

タリアンには、来年以降、積極的に参加して青少年との

の RYLA に私、今の生活だけでなく将来も仕事中も利用

交流を深めて頂きたいと思いました。

できる良い経験を頂きました。そして岩井海岸の夕日が
美しいでした。以上です。
升谷庸会員
ライラ（RYLA）とは、正式にはロータリー青少年指
導者養成プログラムと言います。今回開催されたライラ
ウォークラリーには、１５歳から３０歳までの青少年が
男子３４名、女子２３名、加えて各地域のロータリアン
１７名、総勢７４名が参加して行われました。
これまでライラに参加したことのある方はご存知で
しょうが、このウォークラリーは与えられたコマ図の指
示に従って歩行し、６~ ７か所のチェックポイント（CP）
を順番通りに通過しないといけません。これが簡単そう
でなかなか思うようには行きません。各 CP では、通過
した時の時刻を記入し、次の CP までの歩行速度が指定
されますので、早過ぎても遅過ぎてもいけません。コマ
図の見方、解釈の仕方によっては、順路を間違えて迷路
に迷い込んでしまうこともあります。私のチーム（２９
歳の青年と２５歳の女性）も初日は正しく CP を探すこ
とが出来ずにマイナス７００点と云う最悪の結果となり
ました。２日目は、前日の失敗の学習効果もあってコマ
図を冷静に分析し、順番通りに CP を通過することが出
来ました。結果はマイナス２６点で参加３０チーム中、
４位となりました。
この２日間の体験で学んだことは沢山ありましたが、
チーム内での意思の疎通を良くして、互いにコミュニ
ケーションを十分取る必要性や自分勝手な判断で物事を
決め付けてはいけないという人間関係では当たり前のこ
とに気付かされました。また、現代の若者気質を直に知
ることも出来ました。それはラリーコース途中の海岸で
冬にもかかわらず、サーフィンをやっている沢山の人達
を目にした時に二人の若者に私が「やりたいと思いませ
んか？」と尋ねました。すると二人の反応は「寒そう、
冷たそう、やりたくない」というものでした。「だった
ら休日は何をして過ごしているの？」と聞くと「ゲーム
してるか寝てる」との驚きの返答でした。
今回、初めての参加でしたが、これまでは、もっとハー
ドなクロスカントリーのようなラリーをイメージしてお
り、自分にはもう縁のないものだと勝手に決めつけてい
て、参加することを諦めていました。また、子供や孫の
様な年代の人達と上手くコミュニケーションを取れるの
だろうかとの不安もありましたが、私には何ら障害もな

大久保文宏

新入会員（推薦者 増谷・松本隆一郎 会員）

これからの例会予定
月日
曜日 例会
2 月 22 日
金 休会
2 月 27 日
水 合同
3月1日
金 通常
3月8日
金 夜間
3 月 15 日
3 月 22 日

卓話者・他内容
2 月 27 日に振替
11 グループ IM 点鐘 13:00
台中港ＲＣ訪問報告
インターゴルフ
点鐘 18:00 ＠福来麺菜館
前田徹会員
吉川正昭様（柏市水道事業管理
者）

金 通常
金 通常

会員

★ パートナー誕生日：鈴木一弘

会員

★ 結婚記念日：ゲイビ

会員数

６８名

欠席者

１６名

秋元、江波戸、ゲイビ、小林太時、小林直人、
小林正直、志村、東海林、杉原、杉山、助川、
住吉、寺田、花島、廣川、柳

ニコニコＢＯＸありがとう！
★ 本人誕生日：鈴木一弘

出席報告

出席率

会員

76.47％

メーキャップしてきました

会員

馬場弘会員：地区二輪同好会

★ (^^ ♪
中村佳弘会員

次男の結婚が決まりました

ゲスト

江口秀夫会員

㈱エグチ本社事務所を建てました

丁

次回の例会は

2 月 27 日 ( 水 ) 合同例会です。

クラブ会報委員／浅野

肇・住田

みゆき・竹澤

雅彦

卓話・会報の原稿は kwrc.photo@gmail.com までお送り下さい。

亮（米山奨学生）

様

欠席報告は、水曜日の正午まで

※ LINE グループ「柏西ロータリークラブ」まで
※直前の欠席は SAA 安田 (080-5680-5460)
クレストホテル ( 営業課 )04-7146-1122 まで

