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司会進行 金子彰宏 会場運営委員
日本国歌「君が代」、中国国歌「三民主義」斉唱
「Men of Rotary we greet you」唱和
当クラブ会長挨拶
奥村 与幸 会長

皆皆さん、改めまして、こんにちは。今日もロータリーのお話にお付き合
い願います。
今日は、3月7日にお話した「青少年奉仕」についての続きになります。
前回は、本題に入る前に、回り道をしてしまいましたが、前回の「おさら
い」から始めていきます。青少年奉仕を含む「五大奉仕」は、原語（英語）
では、「Five Avenues of Service」です。したがって、日本語から受ける
「絶対的な５大奉仕」というよりも、原語ではもう少し、柔らかなニュアンス
で「奉仕の5部門」程度ではないか、と思います。つまり、日本語をあまり
厳格に捉えなくても良いと考えます。
ロータリー奉仕の概念の成立について、歴史を遡ると、1927年、ベル
ギーのオステンド大会で3部門が提示され、翌年に４大奉仕となり、５大
奉仕となったのは、１９７３年拓ちゃんが生まれた頃ではなく、２０１０年、
私達「名古屋宮の杜ロータリークラブ」が設立された、わずか７年まえの
規定審議会で採択されてからでした。しかし、青少年奉仕に関する活動
は、ロータリーが奉仕活動に取り組んだ初期からありました。実際に１９２
７年に採択された、社会奉仕委員会の４つの小委員会のうち３つが青少
年に関する委員会でした。したがって、２０１０年の規定委員会で「青少
年」が奉仕部門に加わったのは、青少年奉仕の長い歴史を踏まえた追
認と言ってよいと思います。つまり、ロータリーも長い歴史の中で変遷を
重ねているのです。ここまでが前回のおさらいです。
では、本日は、現在の青少年奉仕プログラムについて、お話をします。
新世代のためのRI常設プログラムは４つあります。
①ライラ（RYLA Rotary Youth Leadership Awards）
(ロータリー青少年指導者養成プログラム)
②インターアクト（Interact）→インターナショナル（国際）＋アクション（行
動）
③ローターアクト（Rotaract）→？
④青少年交換（Youth Exchange）
ライラ（ロータリー青少年指導者育成プログラム）とは
・ロータリーが実施する若者のための研修プログラム。
・ライラの対象になるのは年齢12歳～30歳の青少年。多くの地区では、
多様なニーズと成長過程に対応するため、12歳～18歳、19歳～30歳の
二つのグループに分けて実施。
・若い人々の指導者として、また善良な市民としての資質を伸ばすことを
目的とする。
としています。
インターアクトとは
・12歳～18歳までの青少年のための国際ロータリーの奉仕クラブ。
・支援や指導をするロータリークラブの提唱で結成されるが、運営面も経
済面でも自立している。
・クラブの構成は、男子のみ、女子のみ、男女混合、規模も大小さまざ
ま。
・毎年、少なくとも２つの社会奉仕プロジェクトを実施しなければならな
い。そのうち、一つは国際理解と親善を図るものを推進する。

・プロジェクトを通じて、地元社会や海外のクラブとの友情のネットワーク
を築く
としています。
現在
・150カ国以上の国や地域に21,500以上のインターアクトクラブがあり、約
50万人の会員数を有する。
・2760地区では、瑞陵高校、千種高校を始め１２のインターアクトクラブが
ある。
ローターアクトとは
・１９６２年の理事会にて設置されたインターアクト・クラブの成功を受け、
１９６８年に
設置された、１８歳から３０歳までの青少年のための国際ロータリーのクラ
ブ。
・通常、地域社会や大学を基盤としており、地元ロータリークラブが提唱
し指導・助言を行う。
・毎年、少なくとも２つの社会奉仕プロジェクトを実施しなければならな
い。そのうち、一つは国際理解と親善を図るものを推進する。
・リーダーシップを発揮し、職業上の発展につながる機会となる。
としています。
現在
・１６０カ国以上の国や地域に10,100以上のローターアクトクラブがあり、
約23万人の会員数を有する。
・2760地区では、岡崎ローターアクトクラブ、名古屋中央ローターアクトク
ラブを始め、８のローターアクトクラブがある。
青少年交換（Youth Exchange）とは、
・ロータリークラブの支援の下、世界１００カ国以上で実施されているプロ
グラム。
・１６歳～１９歳の学生が海外に滞在し、言語や文化を学びながら、海外
に友人を作りグローバルな自覚を養うことを目的とする。
期間には、長期と短期があり、
・１年間を過ごす長期の滞在では、複数のホストファミリー宅に滞在し、現
地の学校に通う。
・数日～数ヶ月を過ごす短期の滞在は、夏休みや春休みの期間中に行
われ、多くの場合はホストファミリー宅に滞在する。
参加費用については、
宿泊費・食事代・学費・・・・・・・・・・・・・・・・ロータリー負担
渡航費・旅行保険・ビザに関わる費用・小遣い・・・・・個人負担
そして、これは先日、2月26日の西三河中分区のIMでの、近藤眞道講
師による特別基調講演で分かったことなのですが、そもそも、この青少年
交換は、ロータリアン同士がお互いの子弟を交換し、我が子として育成し
たことが制度の起源だそうです。ロータリーらしくありませんか。
おしまい。以上で、本日の会長挨拶といたします、本日もご清聴いただき
有難うございました。
出席報告
浅野慎之 出席委員長
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浅野慎之 出席委員長

本日はよろしくお願いします。
地区職業奉仕委員長(名古屋東南RC) 鋤柄 喜彦 様
例会を初めてお試し参加させて頂きます。
見学者 伊吹洋平 様
1.石橋RCの皆様ようこそお越しいただきました。今日のナゴヤドーム・
6日の当クラブとの懇親会と大いに楽しんでください。
2.3月24日は45回目の結婚記念日でした。
増田盛英
あと5年で金婚式まで、何とかもちたいものです。
長男が志望校の高校に合格。昨日は母校の野球部が甲子園で優勝
しました。下村さん、お茶会休んで甲子園に応援に行ってごめんなさい。
不破直行
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➀台北石橋RCの皆さんをお迎えして。
②地区職業奉仕鋤柄委員長をお迎えして。
台北石橋RCの皆様をお迎えして。
台北石橋RCの皆様、先日ごちそうさまでした！
Stone Bridge members, Thank you for visiting Miyanomori.

奥村与幸
髙木勝
酒井俊皓
加藤謙一
遠山堯郎
野村治

ハオ チュブ チェン
台北石橋RCの皆様、地区職業奉仕委員会鋤柄委員長、
新入会員伊吹洋平くん、ようこそ宮の杜へ‼
鈴木拓将
不破さん、東邦高校選抜優勝おめでとうございます‼
牧野敬充
伊吹ちゃんご入会おめでとうございます。

●4/14(日)13:00～17:00＠ホテルナゴヤキャッスルにて地区研修協議
会が開催されます。出席予定の方、よろしくお願い致します。
●次回例会4/18(木)12:10～13:30＠ﾎﾃﾙﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ1階「ｼｬﾝﾎﾞｰﾙの
間」。例会前は次年度予定者理事会を、例会後は第5回クラブアッセン
ブリーを開催致します。
●本日例会後、3階「梅の間」にて第10回定例理事会を開催致します。
●横田成人会員が社業の拠点が東京となる為、退会されました。米山記
念奨学委員長であった為、副委員長であった田中吉彦会員が委員長と
なります。
台北石橋RC会長より
ビンセン会長

ロータリーで植樹した桜が見頃です！先日はIDMで子供も参加させて頂き
大谷まさみ
ありがとうございました。イリュージョンにびっくりです。
第57回例会を祝して
浅野信 出口茂 現王園陽子 権田淳裕
樋口昌男 堀場和孝 河合秀紀 清訓芳
水野紀孝 永田聡子 佐野洋一郎 高木俊郎

R情報委員会より報告

近藤大輔

R情報委員

～「ロータリーの友」おすすめページ～

P7【命の重みを感じてますか？】
日本の自殺者は約2万人であり、他の主要先進国の死因第1位が「事
故」であるのに対し、非常に豊かな国と言われる我が国は「自殺」がトップ
だそうです。そのような現状に対して他クラブが行っている活動がP8以降
に記載されております。また、P50の【プロレス観戦を通じていじめを撲
滅】という面白い取組みも記載されておりますので、是非ご一読くださ
い。

社会奉仕委員会より報告
野村治 社会奉仕委員長
3/14(木)高蔵公園にて植樹を行いました。当日は20名の方に参加して
頂きました。また、すでに芽吹いているそうです。近くに行かれた際は是
非ご覧頂きますようお願い致します。そして来年度も予定しておりますの
で、またたくさんのご参加お願い致します。
RCC委員会より報告
堀場和孝 RCC委員長
3/24(日)に木曽三川公園にてわっしょい太鼓祭が開催されました。参加
者300人超えで、私も行って参りましたが、観客を含め5～6000人程いた
のではと思い、とても盛況でした。また、NGUラブリッジ名古屋の試合予
定について、資料を配布しております。名古屋での初戦が
4/21(日)15:00～＠名古屋市港サッカー場となっております。是非お時
間ある方は一緒に観戦しに行けたらと思います。

青少年奉仕委員会より報告 大谷まさみ 青少年奉仕委員長
5/19(日)10:40～＠田原文化会館にてローターアクト地区年次大会が開
催されます。詳細は配布資料をご確認ください。遠方である為、恐縮で
すが、本日の会長挨拶で青少年奉仕がいかに重要か、国際的に力を入
れられているかという話があった直後ですので、皆様も参加したくてたま
らないかと存じます。是非ご一緒に参加して頂ければと思います。

幹事報告
鈴木拓将 幹事
●4月ロータリーレート1＄＝110円
●3/28(木)に開催された第4回IDM(家族会)への多くのご参加ありがとう
ございました。クラブ奉仕委員会の皆様ご尽力感謝致します。
●4/6(土)18:00～＠松坂屋「あつた蓬莱軒」にて台北石橋RC様との交
流会開催。参加予定の方、よろしくお願い致します。
●4/12(金)8:00～＠葵カントリークラブにて分区ゴルフ大会が開催され
ます。参加予定の12名の方よろしくお願い致します。また、夜には当クラ
ブ会員のみで懇親会も開催致します。多くのご参加お待ちしておりま
す。

Miyanomori Presedent Okumura rotarians, honorable guest and Stone
Bridge rotarians，Good Afternoon.
It’s our pleasure to join the Miyanomori meeting. The slide shows the
link of Stone Bridge facebook site. Please take a look and give us a
GOOD response.
Miyanomori and Stone Bridge clubs have keep visiting each other for
years. Just a few days ago the Stone Bridge charter ceremony we had a
nice day with Mr. Sakai Toshitsugu and Mr. Toyama Takao. Few days
later, we also had a good dinner with Kato, Gonda, and Takagi. All this
activities let both clubs to know each others better years and years.
The Stone Bridge have currently 23 members. I’d like to share some
events we attended in the past year. So far now, we’ve attended the
district blood donation , a local charity and a free clinic activities. We
also supported a remote school, which locates in the north side of
Taipei, called 崁腳 Elementary school, the Christmas Eve, the Sports
Day and the Graduation Ceremony activities. It’s good to build deeper
relationship with such kind of schools. They normally have less
resource and need help. We also receive our first exchange students.
By exchanging program, the kid of our rotarian is abroad. They both
suit the foreign curture very well now.
Of course, we had many kinds of meeting this year. a Hot Pot
meeting, a Karaoke meeting. We also go outside to a small island near
宜蘭, which is called Tortoise Mountain Island. However, we didn’t
make a landing on that island because the weather was not good and
everybody were seasick. ^^
The relationship is getting better after every activities. And every
hours you spent in doing this, from planning to executing, the club will
be more united. To manage a club, the challenge is not just find new
members, but also keep members stay. So, I’d like to encourage
rotarians here. The easiest way to do service, is to help rotarians
beside you, helping them to execute club activities. You’ll find this is
the real way to have real friends, not just a name on a card.
Miyanomori and Stone Bridge rotarians, we’re here, together, to
execute an international relationship program. That’s how we make a
real friends, make a real international friendship. I’m sure it will be
better and better further.
Thank you.

次回例会【第59回通常例会】
時 ： 5月9日(木) 12時10分～13時30分
（12時10分食事開始、12時30分点鐘）
会 場 ： ホテルナゴヤキャッスル1階「シャンボールの間」
日

