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松戸北ロータリークラブ会報
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

５月

青少年奉仕月間

例会出席率

70.6％

第2348回 例会 2022年5月18日(水)
■国際ロータリー会長

シェカール・メータ

■ 例 会 日 - 毎週水曜日12：30より（第1例会18：30）

■第2790地区ガバナー

梶原

等

■第13Gガバナー補佐

織田

信幸

■ 事 務 所 - 松戸市八ヶ崎1-11-13

■松戸北ロータリークラブ会長

大川

隆永

■TEL/FAX- 047-711-5950 / 047-711-5910

■松戸北ロータリークラブ幹事

野澤新之助

■ 例 会 場 - 流山市前ヶ崎717「柏日本閣」
ｻﾝﾗｲｽﾞﾊｲﾂ101

■Web/Mail- www.rc2790-12.jp / kanji＠rc2790-12.jp
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＜第2348回 例会プログラム＞
12：50 点鐘
国家及びロータリーソング清聴

<会長挨拶>

大塚精一委員長

2349回夜間例会・新入会員歓迎会

大川隆永会長
【♪君が代 ♪奉仕の理想】

12：53 お客様紹介
12：54 会長挨拶・理事会報告
幹事報告
13：00 入会式
13：15 卓話 青少年奉仕委員会
13：25 委員会報告
■諸事御祝
■社会奉仕委員会
■ニコニコ委員会
■出席親睦委員会 本日の出席率発表
13：30 点鐘

司会
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大川高明会長エレクト
大川隆永会長
野澤新之助幹事
大川隆永会長
柳孝美委員長
小林辰幸委員長
崎谷延好委員長
吉田俊一副委員長
小林辰幸委員長
大川隆永会長

大川隆永会長

皆さん こんにちは
宮野さん、野田さん、本日はお忙しい所、当クラブの例会にお越しいただき有難
うございます。お二人につきましては、この後に入会式を執り行いますので、よ
ろしくお願いいたします。
先週の豊島さんに続き、2週連続で3名の入会式を行うことができると言う事
は、やはりハロルド・ジョージ・メイ氏を迎えて4月6日に開催しました講師例会
の効果であると確信いたします。改めまして、新入会員をご紹介して頂いた方々
や企画していただいた職業奉仕委員会及び増強委員会の方々には御礼申し上げま
す。
さて、今年度も5月に入りまして、本日の例会を終えますと、残す例会は、あと5回となります。次
週5月25日の例会では、はな膳北松戸店で新入会員の歓迎会を行い、6月1日の第１例会では大川会長
エレクトより「次年度に向けて」と言うテーマで卓話を頂戴し、6月22日には、３年ぶりとなる夜間
家族例会を予定しております。
今年度の家族例会では、ウクライナに対する支援活動も兼ねて、チャリティーコンサートを企画して
おります。現在、家族例会の成功に向けて小澤クラブ奉仕委員長を中心として、準備を進めていただ
いておりますが、この例会に関係する親睦委員会、プログラム委員会、社会奉仕委員会、国際奉仕委
員会の方々にも、ご協力下さいます様お願いいたします。
また、今年度は従来の新旧委員長会議に変えて、6月15日と29日の最終例会において、今年度の各
委員長より1年間の委員会活動と次年度委員長に対する引継ぎ事項等を報告して頂く事と致しまし
た。各委員長の皆様におかれましては、今年度の委員会活動を振り返って頂き、6月の発表に向けて
ご準備をして頂きます様お願いいたします。
さて、5月は「青少年奉仕月間」となります。
本日は、それに寄せて青少年奉仕委員会の柳委員長より卓話がございますので挨拶はこの辺にさせて
頂きます。

ご入会おめでとうございます
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・市内の小学校に日本代表で活躍した選手を講師に、何度も挫折した経験を基に夢を持つこと、仲間を大事にするこ
と、諦めない心を持つことの大切さを伝えるために、毎年「夢先生」を長年継続して実施している。(八千代ロータリークラ
ブ)
・過去8年間の内7回に渡り地区補助金を活用して、小学校の設備改修や図書寄贈など継続的に「ラオスへの支援活
動」を行ってきた。(千葉港ロータリークラブ)

＜幹事報告＞

野澤新之助幹事

・５月２５日（水）例会は夜間移動例会です。新入会員歓迎会を北松戸のはな膳で開催
いたします。
時間は１８時からになります。
参加費は2,000円です。

・「コロナ禍で苦しむ子供を地元農産物で救え」をテーマに市内各団体の協力を得て、フードパントリーを実施したこと
で、多くの子供たちに支援ができ成果も大きかった。(我孫子ロータリークラブ)
例えばこのような奉仕活動も複数の委員会が協力して取り組んでいけば、単独で行うよりも取りも取り組みやすくなるの
ではないでしょうか。当クラブではダイバーシティA.C．千葉に対して2年連続して奉仕させていただきましたが、今後松戸
北の顔となる奉仕活動となるか否かは、我々がクラブオールでどれだけ真剣に考え、アイデアを出し合い、実行してい
けるかにかかっていると思います。
コロナ禍はいずれ明けます。その時に全員参加型の体を使った奉仕活動を実行できるよう、全員の知恵を結集させ、松
戸北と言えばコレという奉仕活動を模索し続けていきましょう。

＜ニコニコ委員会＞
齋藤國治会員

渡辺敏弘会員

吉田俊一副委員長

結婚記念日の花束ありがとうございます。
長期にわたり例会を欠席し、さらにご心配を頂き申し訳ありません。
おかげさまで日常生活はできるようになりましたので6月から復帰できると思います。
どうぞよろしくお願い致します。
結婚記念日のお祝いありがとうございます。5月15日で46回となります。
この日は二人にとって5・15事件ですので忘れるはずがないのですが・・・。
ともかくあと4年、50周年まで頑張るつもりです。

＜入会式＞

私は宮野嗣英と申します。よろしくお願いいたします。
父も松戸西ロータリークラブに所属しています。北クラブの大川高明さんに誘われて入会
しましたが、北クラブには同じ高校の先輩で商工会議所青年部の先輩である小林先輩や小
さいころから知ってます野村先生と顔を知っている先輩がいますので、したしみを感じ、
北クラブに入会することを決めました。
私は若くて何も知りませんがどうぞよろしくお願い致します。

＜入会式＞

岡本真理子会員 お祝いあり
がとうございます。新たな年
も健康に気をつけつつ、精一
杯がんばっていきたいです。
みなさまも まだまだ寒暖が
はげしい日々が続いています
ので お体にお気をつけ、お
過ごし下さい。

野田亮会員

はじめまして。松戸市西馬橋蔵元長の方で不動産業・建築業を経営しております。
アールフィールズ株式会社の野田ともうします。
出身が福岡県で、松戸の方には宅建業界の人脈しかなく、他業種の方との交流や地元の
方々との交流も殆どない中で、今回、この様な形で参加できることを大変貴重な機会を頂
いたと嬉しく思っております。
先輩方の知見を頂きながらできる限り貢献していきたいと思います。
最後に『ゴルフが趣味』と書きましたが、1か月に1回行かない程度の下手くそゴルファー
なので期待しないで下さい。
よろしくお願い致します。

＜青少年奉仕委員会＞
小澤直之会員
結婚記念日のお祝い、ありがとう
ございました。

宮野嗣英会員

柳孝美委員長

今年度、青少年奉仕委員長を務めさせていただいております柳孝実です。 私が2015年に松戸北
ロータリークラブに入会させていただいて以降、青少年奉仕委員会の主たる活動といえば、ＲＹＬＡ
への参加です。私自身も過去に自社の新人2名を引率して、1泊2日で大網白里町でのウォークラ
リーに参加させていただきました。
5月は青少年奉仕月間です。入会歴の浅い会員も増えてきていますので、実はＲＹＬＡだけでは
ない青少年奉仕について紐解いてみたいと思います。
青少年奉仕部門は、2010年規定審議会の『「第5部門」「青少年奉仕」を加える件（制定案 1087）』で「新世代奉仕」に修正採択され、2013年規定審議会で「新世代奉仕」から「青少年奉仕」に
名称変更となり、現在、 国際ロータリー奉仕の第5部門「青少年奉仕」になりました。
「青少年奉仕」部門では、インターアクト ・ ローターアクト ・ ＲＹＬＡ ・ 青少年交換の各プログラムが実施されていま
す。
ロータリーは次世代のリーダー育成の重要性を信じ、各プログラムを通じて教育の機会を広げ、若い世代のリーダー
がリーダーシップのスキルを身につけ、奉仕の価値観を学べるよう応援しています。
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インターアクト

RYLA プログラム
（Rotary Youth Leadership Awards「ロータリー青少年指導者養成プログラム」）

インターアクト（Interact）はインターナショナル アクション（International Action）の造語です。1960 年ハロルド・T・トーマス
RI 会長は、青少年の秘められた可能性を見出し、青少年の奉仕に対して新たな取り組みを開始。青少年が地域社会に
対して積極的に関心を持ち、リーダーとして成長する機会を提供するよう提案しました。
1962 年 RI 理事会はインターアクトクラブプログラムを採択しました。同年、米国フロリダ州メルボルン高校インターアクト
クラブを創立。日本では、1963年に宮城県仙台市にて仙台育英高校インターアクトクラブが創立されました。
インターアクトクラブはロータリークラブによって提唱されます。インターアクターはプログラムを通じて楽しく意義ある奉
仕活動を実施しながらリーダーとしての力を身につけ、友人を増やし、未来に向けて成長しています。（「インターアクト要
覧」より）
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クト会員との交
流を通じて視野を広げ、国際感覚を養っています。ロータリーク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
は、友だちと一緒に楽しみながらロータリーの「超我の奉仕」を学び、行動力を身につけます。
インターアクトでできること
インターアクトクラブはたくさんの可能性にあふれています：

 学校や地元地域でボランティア活動をする
 異文化について学び、国際親善に貢献する
 学校や地元地域でリーダーシップを発揮する
楽しみながら、世界中に友だちをつくる
インターアクトの活動内容
インターアクトクラブは、少なくとも年に2回、プロジェクトを実施します（ひとつは学校または地元地域でのプロジェクト、も
うひとつは国際理解を促進するプロジェクト）。インターアクターは、地元ロータリーク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。

ローターアクト
ローターアクト（Rotaract）プログラムはロータリー アクション（Rotary Action）の造語です。
インターアクトの会員は18歳で卒業します。その後18歳から30歳までの青年男女を対象にロータリークラブが提唱し「地
域社会を基盤とするクラブ」と「大学を基盤とするクラブ」があります。

RYLAプログラムは14歳から30歳までの若者を対象に、スキルと人格を養いながら奉仕・高い道徳基準・ 平和といった
ロータリーの価値観を学ぶ機会を提供することを目的としています。 1959年オーストラリア・クイーンズランド RC がビ
クトリア女王の訪問を記念して、10代の若者たちの交流と文化・教育を中心とした1週間のお祭行事が始まりでした。
（「RYLA の手引き」より） 1971 年 RI 理事会は「ロータリー青少年指導者養成プログラム」として採用しました。
「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……。」
そんな考えを実現するための第一歩となるのが、「ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）」です。ロータリーク
ラブまたは地区が実施するこのプログラムで、若い人たちが新しい友人をつくり、楽しみながらリーダーシップのスキル
を磨いています。
RYLAでできること
地元で活躍する人や豊かな経験をもつ人たちと一緒に：






コミュニケーションや問題解決のスキルを磨く
学校や地元地域で活躍できるリーダーとなる方法を発見する

地元を動かすリーダーによる指導、意欲を高めるような講演、仲間との交流を通じた学び
自分の可能性を発見し、行動へとつなげる
楽しみながら、生涯続く友情を培う
RYLAの内容
RYLAのイベントは、14〜30歳までを対象として、地元ロータリークラブや地区によって開催されます。地元のニーズに応
じて、1日のセミナーから数日間の合宿まで、さまざまな形式が取られます。最も多いのは、さまざまなトピックのプレゼ
ンテーション、アクティビティ、ワークショップなどを含む、3〜10日にわたるイベントです。
参加対象はそれぞれのイベントによって異なります。リーダーシップの力を引き出すことを目的とした中学生対象のイベ
ントから、創造性のある問題解決力を養う大学生対象のイベント、ビジネス倫理について学ぶ若い社会人対象のイベン
トなどがあります。

４．青少年交換プログラム
ロータリークラブは、100カ国以上で、15〜19歳の学生を対象にした交換留学を実施しています。
交換の種類

ローターアクトの目的は青年男女が個々の能力の開発に当たって役立つ知識や技術を高め、それぞれの地域社会にお
ける物質的、あるいは社会的なニーズと取り組み、親睦と奉仕活動を通じて全世界の人々の間により良い信頼関係を推
進する機会を提供する事にある。
ローターアクトの目標は次の通りである。
1. 専門能力と指導力を開発すること。
2. 他人の権利を尊重する観念を養い、あらゆる有用な職業の道徳的水準および品位を保持し推進すること。
3. 若い人々に地域社会をはじめ世界各地のニーズと懸念事項に取り組む機会を提供すること。 4. 提唱ロータリークラブ
と協力して活動にあたる機会を提供すること。
5. 将来にロータリーの会員となるよう若い人々に奨励すること
（「標準ローターアクト定款第2条 目的及び目標」より）
ローターアクトクラブ は、18歳以上の若者が集まって、地域社会のリーダーと意見交換したり、リーダーシップと専門的
なスキルを育みながら、楽しく奉仕活動を行います。
ロータリーとローターアクトの会員は、世界各地で奉仕を通じて共に行動しています。大都市から僻村まで、ローターアク
トはさまざまな地域社会で変化をもたらしています。
ローターアクトの活動
ローターアクト会員は、クラブの組織、運営、資金管理、活動や奉仕プロジェクトの計画・実施を自ら決定することができ
ます。スポンサーとなるロータリークラブが奉仕のパートナーとしてローターアクトを指導・支援します。

《会報委員》関 征啓・小椋伸也・鈴木悦郎・岡本真理子

社会奉仕基金

2,777円

 長期交換は1年間で、学生は複数のホストファミリー宅に滞在しながら、現地の学校に通います。
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。
「青少年交換プログラム」は 1927 年デンマーク・コペンハーゲンとフランス・ニースでの間で始まりました。その後、第二
次世界大戦により中断、1946 年に再開され 1950 年に相互交換型で長期的かつ学問的となった交換は、「ロータリー青
少年交換プログラム」の原型へと発展しました。1972 年 RI 理事会は 正式プログラムとして推奨しました。（「青少年交
換要覧」より）

各プログラムの内容を確認してみると、ＲＹＬＡ以外はハードルが高く感じてしまうのは、おそらく私だけではないのでは
ないでしょうか。
今年度の青少年奉仕委員会はコロナ禍のリスクを避け、ＲＹＬＡの出席を見送り、社会奉仕委員会を中心としたダイ
バーシティA.C.千葉への遠征用カバンの贈呈に共同で参加させていただきました。
話は青少年奉仕から少し離れますが、一つの奉仕活動には様々な要素が絡むことも多く、今後は複数の委員会で手を
取り合う奉仕活動も大切ではないかと考えます。
先日参加した地区研修・協議会においてクラブ奉仕活動優秀クラブが発表されましたので、その一部をご紹介したいと
思います。
・フードバンク千葉において、同団体等と共にコロナ禍で生活困窮の大学生に食糧支援活動を実施した。千葉テレビ放
送のニュースでも取り上げられ、ロータリーの奉仕活動が広く社会に認識された。(千葉ロータリークラブ)

