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第２０８６回通常例会 (2019.5.10)
■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/

２０８６回通常例会

休となりましたが如何お過ごしにな

いの言葉をうけたことがありました

られましたか？

が、時間通り天皇陛下がお出ましに

1. 点

昭和から平成に替

鐘

髙田住男

会長

わった時は昭和天皇の崩御というこ

なり、感銘を受けましたが、一方、

1. 会長挨拶

髙田住男

会長

とで、喪に服した平成の幕開けとな

招待いただきました秋の園遊会では

1. 幹事報告

齋藤敏文

幹事

りましたが、今回は、お祝いムード

皇后さまが和服の時は、その他の皇

1. 卓

話

水留茂之

会員

に彩られた元号の変換となりまし

族は和服、洋服の時は洋服で揃える

1. 点

鐘

髙田住男

会長

た。「あけましておめでとう」とい

ということ。そして陛下が手を振っ

う言葉も聞き、驚きました。皇后雅

た後でないと他の皇族は手を降られ

子さんの笑顔が素敵で、ホッとさせ

ないと聞きましたが、皇室の方々は

て頂きました。国民の安寧と世界の

勝手が許されていない。不自由な立

敬和を祈念された陛下とともにその

場であると心痛めます。一般参賀を

一端を担うことができればと思わせ

見て再確認させて頂きました。同じ

て頂きました。

環境におかれたら、そんなことは決

会長挨拶
会長

髙田

住男

一般参賀が１４万人以上の参加者

してありませんが、私にはとてもで

があったと報道されていますが、私

きないし、環境不適合になるのは仕

も、叙勲を受けたとき、坂下門から

方ないと思ったことがありました。

バスにて皇居に入り、皇族が一般参

何時までも

新天皇即位に伴い令和

賀のお立ち会いをする長和殿の前に

せを祈って頂ける皇室であることを

に替わりました。１０日間の大型連

駐車し、豊明殿にて天皇陛下から労

お願いしたいものです。

５月１日

幹事報告

齋藤

敏文

① RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）5/27( 月 )
卒後コース・6/8( 土 )DL 養成講座開催の案内
資格者：日暮肇・金子正・森市直樹・岡島昭信・齋藤敏
文・安田勝紀・櫛田仁一会員
②「ロータリーの友」誌

投稿のページ「友愛の広場」

欄内、“ 私の宝物 ” の投稿依頼

・デザイン
２ボタンシングルジャケット・紺無地
・金額
30,000 円＋消費税

・注文方法
柏髙島屋６階イージーメイド売り場
助川

昌弘

委員長

慶一

・その他
個 人的な生地・デザインも注文できますが

財団への寄付をお願いします
秋元

お持ちでない方は注文して下さい。

ロータリークラブ専用

委員会報告

②職業奉仕委員会

柏西ロータリークラブ制服案内

・ボタン

ウェブサイト：www.rotary-no-tomo.jp

①ロータリー財団委員会

世界の平和と国民の幸

委員長

別料金になります

シンガポール移動例会の振込お願いします

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

卓

話

青少年奉仕委員会

水留

茂之

委員長

ラブからの指導と支援を受けてプロジェクトを実施し、
リーダーシップを養います。
インターアクトクラブがある国の数

159 ヶ国

インターアクトクラブ数		

20,372 クラブ

インターアクター数			

468,556 人

・ローターアクトクラブとは
意欲にあふれた 18 ～ 30 歳までの青年男女のための
クラブです。ローターアクト会員（通称「ローターアク
ター」）がリーダーシップや職業スキルを磨き、ロータ
リー会員など地元のリーダーと交わり、楽しみながらボ
・青少年奉仕 (Youth Service)
今月は青少年奉仕月間ということで、本日は青少年奉

ランティア活動をしています。地元や世界の問題につい
て考え、画期的な解決策を見出すなど、ローターアクター

仕委員会とは、どのような委員会なのか？そしてどのよ

はグローバルに活躍しています。

うな活動をしているのか？を新入会員の方の為に詳しく

・ローターアクトの活動内容

お話させて頂きます。はじめに今年度、柏西クラブでの

それぞれのローターアクトクラブが、組織と運営方法

活動としましては、2 月に行われた RYAL に 3 名で参加

を決め、資金を管理し、地元や世界のニーズに取り組む

しました。その他は地区委員長の金本さんからご案内を

活動を計画、実施しています。地元ロータリークラブが

いただいておりました 5 月 22 日に行われます希望の風

ローターアクトを支援し、一緒に奉仕活動を行っていま

（いのちと夢のコンサート）がございます。こちらには、 す。
ローターアクトクラブがある国の数

184 ヶ国

それでは、青少年奉仕委員会とはどのような委員会

ローターアクトクラブ数		

10,904 クラブ

なのかをお話しさせて頂きます。青少年奉仕委員会は

ローターアクター数			

25,0792 人

数名で参加する予定でございます。

1923 年、セントルイス国際大会で「善良で健全な市民
を育てる」青少年奉仕活動が討議。当初は社会奉仕委員
会の小委員会として発足。次時代、青少年育成の重要性
から第五奉仕部門と呼ばれたこともあります。
・青少年奉仕とは

・2790 地区ローターアクト
館山、習志野中央、茂原、千葉科学大学、市原中央
・ロータリー青少年指導者養成プログラムとは
リーダーシップを発揮したい、自分の可能性を広げた
い、世界を変えたい……。

インターアクト、ローターアクト、ロータリー青少年

そんな考えを実現するための第一歩となるのが、
「ロー

指導者育成プログラム（RYAL）、ロータリー青少年交換

タリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）」です。ロー

などを通じて、青少年や若い世代の社会人がリーダー

タリークラブまたは地区が実施するこのプログラムで、

シップ能力を伸ばせるよう支援することです。

若い人たちが新しい友人をつくり、楽しみながらリー

・インターアクトクラブとは

ダーシップのスキルを磨いています。

インターアクトクラブでは、12 ～ 18 歳の中学・高
校生が、地元でのボランティア活動や海外のインターア

・RYLA の内容
RYLA のイベントは、14 〜 30 歳までを対象として、

クト会員（通称「インターアクター」）との交流を通じ

地元ロータリークラブや地区によって開催されます。地

て視野を広げ、国際感覚を養っています。ロータリーク

元のニーズに応じて、1 日のセミナーから数日間の合宿

ラブの支援を受けて設立されるインターアクトクラブで

まで、さまざまな形式が取られます。最も多いのは、さ

は、友だちと一緒に楽しみながらロータリーの「超我の

まざまなトピックのプレゼンテーション、アクティビ

奉仕」を学び、行動力を身につけます。

ティ、ワークショップなどを含む、3 〜 10 日にわたる

・インターアクトの活動

イベントです。参加対象はそれぞれのイベントによって

インターアクトクラブは、少なくとも年に 2 回、プ

異なります。リーダーシップの力を引き出すことを目的

ロジェクトを実施します（ひとつは学校または地元地域

とした中学生対象のイベントから、創造性のある問題解

でのプロジェクト、もうひとつは国際理解を促進するプ

決力を養う大学生対象のイベント、ビジネス倫理につい

ロジェクト）
。インターアクターは、地元ロータリーク

て学ぶ若い社会人対象のイベントなどがあります。

・ロータリー青少年交換

・新世代交換とは

ロータリー青少年交換は、ロータリーが提供する数多

新世代交換は、30 歳までの大学生と若い職業人を対

くの青少年指導者育成プログラムの一つで、100 カ国

象とした短期の交換プログラムです人道的な奉仕活動を

以上で、15 〜 19 歳の学生を対象にした交換留学を実

通じて参加者のキャリア目標を応援できるよう、カスタ

施しています。海外で生活することは、国際理解と平和

マイズされた内容の交換が行われます。

を推進する素晴らしい方法です。青少年交換を通じて、 ・交換の内容
学生は新しい言語を学び、異なる文化と慣習を知り、生

受け入れ側の地区とともに活動の内容を計画します。

涯にわたる友情を育みます。

活動には、ネットワークを広げるための交流、職場体験、

・交換の種類

人道的奉仕活動、職業スキル開発、リーダーシップ研修

・長期交換は 1 年間で、学生は複数のホストファミリー

などを含めることができます。

宅に滞在しながら、現地の学校に通います。

・期間は 2 ～ 3 週間から 6 カ月まで。

・短期交換は数日間から 3 カ月間で、学校の長期休み中
に、青少年向けの合宿やツアー、ホームステイの形で
行われます。

・個人またはグループでの交換が可能です。
・必ずしも双方向の交換とは限りません。
以上が青少年委員会の概要となりますが、他にも地区

このロータリー青少年交換は、他団体が運営する交換

や各クラブで行われておりますイベントがあります。

留学プログラムと異なり、ロータリアンが管理している

・音楽を楽しむ会（小学生による音楽発表会）

ため、管理運営費が比較的低いだけでなく、熱心なロー

・小学校でスマホ・ケイタイ安全教育

タリアンによる支援ネットワークが確立されています。 ・高校で「働くことで得られること」をテーマにした地
また、
青少年の安全が常に最優先されるよう、ロータリー

域社会人講座を開催

の青少年保護方針や 青少年交換の地区認定プログラム

など、様々な青少年奉仕活動を行っております。今後、

が定められています。

柏西クラブでも、若い世代の育成に少しでも役立つプロ
グラムを企画、そして実行し、社会に貢献して行ければ
思います。

ＲＬＩ（Part Ⅱ）受講証

住田

みゆき

会員

ゲスト

米山奨学生

胡

経諸

様

（支給期間：2019/4/1 ～ 2021/3/31）

誕生日おめでとうございます！

これからの例会予定
月日
曜日 例会
5 月 24 日
金 通常
5 月 31 日
金 通常
6月7日
金 通常
6 月 14 日
金 移動
6 月 21 日
金 通常

卓話者・他内容
安田勝紀副幹事
岡島昭信会長エレクト
齋藤敏文幹事
職場見学並びに打上げ親睦旅行
髙田住男会長

出席報告

ニコニコＢＯＸありがとう！

会員数

６８名

★ 本人誕生日：飯合、大久保

欠席者

１４名

★ パートナー誕生日：廣川

会員

石井、江波戸、金子、ゲイビ、小林太時、

会員

★ 結婚記念日：鈴木子郎

会員

小林正直、小林直人、東海林、杉原、杉山、

★ 写真ありがとう：
髙田、鈴木子郎、鈴木一弘、岡島、川和、榊、木村、
松本隆一郎、小溝、日暮会員

住吉、中塚、花島、柳
出席率

会員

79.41％（4 月出席率：82.35%）

★ (^^ ♪
中村会員 今
 春高卒の孫娘がバンクーバーのブリティッシュ・

ゲスト
コ ケイショ

胡経諸（米山奨学生）

コロンビア州立総合大学に合格しました

次回の例会は

5 月 24 日 ( 金 ) 通常例会です。

クラブ会報委員／浅野

肇・住田

みゆき・竹澤

雅彦

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

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

柏西ロータリークラブ2018～2019年度

第11回理事会

資料

2018年 5月10日 例会終了後 会 長
開催 日時
髙 田 住 男
ザ・クレストホテル柏
開催 場所
幹 事
齋 藤 敏 文
議
題
概
要
理
事 出欠
髙田住男
○ ①6/13～16「職場見学並びに打上げ親睦旅行」進捗状況；シンガポール
参加人数：20名
秋元慶一
○
5/24(金)迄に振込み ジャケット着用 不参加の方にはお土産用意
岡島昭信
○
金子 正
× ②5月31日(金)「通常例会」を「夜間例会」に変更の件
否決
金本元章
○
小林太時
× ③奉仕プロジェクト部会、委員会への補助金本会計より(3万円)
否決
悪い慣例を残したくない
嶋田英明
○
増谷信一
○ ④報告事項
❏2018-19年度4月決算報告
松本ユミ
○
❏小林直人会員より、6月30日付け退会届け提出
水野晋治
○
❏増谷信一会員職業分類変更の件
安田勝紀
○
駐車場→不動産管理
柳肇
×
齋藤敏文
○ ❏コピー機の交換；5年リース月額12,312円（3RC共有各クラブ4,104円）
RICOH IMC2500F

⑤その他
●次回理事会

2019年

6月7日（金）

