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    ロータリーに輝きを  
     LIGHT  UP ROTARY 

 2014〜2015 ＲＩ会長 ゲイリー Ｃ．Ｋ．ホァン 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー 宇佐見 透 (千葉幕張ＲＣ)  
広報・会報委員会 委員長 宮内 清次 

副委員長 石毛 充 委員 越川 信一、兒玉 英子  

今週のプログラム 

 

「江戸時代の旅」 

猿田 正城会員 

 

前回例会報告（２月４日） 

点      鐘：信太 秀紀会長 

国歌「君が代」斉唱 

ロータリーソング：「奉仕の理想」 

ビジター紹介： 

交換留学生 Andrew Scott DAVEY 君 

 

 

みなさんこんにちは！人類の歴史は、決してあ

きらめることなく、不可能を可能にする連続であ

る、といっても過言ではありません。例えば、皆

さんに「どんな手段を使ってもいいですから、空

を飛ぶことができますか？」と尋ねれば、その答

えとして、パラグライダーや、飛行機、ヘリコプ

ターなど様々な答えが返ってくることでしょう。

しかし、これが１００年前だったらどうでしょ

う？「何わけのわからないことを言うのですか？

そんなことできるわけがないじゃない！」と誰も

が即答したことでしょう。その概念は１９０３年 

何千回という失敗の後に飛行実験に成功したラ

イト兄弟のおかげで一変することになります。現

在もこの飛行機の寸分たがわぬ設計図が残って

おり、これから作った模型がノースカロライナ州

にあるそうですが、航空力学的には絶対飛べるは

ずがないといわれております。しかし、当時の映

像はきちんと事実を証明しております。では、な

ぜ飛べたのか？自然が味方したとも言われてお

りますが、当日の強風をものともしないライト兄

弟の「絶対飛ぶんだ！」という強い信念と情熱が

飛ばせたの

ではないか

と考えられ

ております。

奇跡だろう

がまぐれだ

ろうが、この

ことが突破

口となって

私たちは、自

由に海外へ

行って国際奉仕ができるようになったのです。

「能力がないことではなく、やる気がないことを

恥じよ。」という名言があります。私たちはたと

えどれだけ年齢を重ねたとしても、社長就任時の

あの情熱を決して忘れてはなりません。 

これと同じようなことが現代でもおこってお

ります。みなさん「青いバラ」をご存知でしょう

か？バラにはそもそも「青」の遺伝子がないため、

たとえ品種改良しても青いバラは絶対に作れな

いのが定説だったそうです。ところが、サントリ

ーが苦難の末、青いバラの開発に成功したのです。

非常に面白いので調べてみましたら、それまでの

「青いバラ」の花言葉は、「不可能」だったそう

でありますが、今現在の花言葉は、驚きまし

た・・・・「夢叶う」、であります。すごいですね。

あきらめない心は、花言葉さえ変えさせてしまっ

たのであります。皆さんの心の中にも不可能を可

能に変える、大輪の青いバラを、ぜひ咲かせてく

ださい。 

会 長 挨 拶 
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第８回理事会 

 

第１号議案 2月 3月 4月のプログラムの件 

…承認 

第２号議案 クリスマス家族親睦会決算案の件 

…承認 

第３号議案 地区大会予算案の件   …承認 

第４号議案 中間決算案の件     …承認 

第５号議案 ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会の件 

…承認  次年度会長一任 

第６号議案  平山金吾 PGを偲ぶ会の件 

…承認 会長が出席する 

第７号議案 青少年交換ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｷｬﾝﾌﾟの件 

…承認  ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ君が参加する 

第８号議案 米山奨学生受入れとｶｳﾝｾﾗｰの件保留  

 
 

【週報拝受】 

銚子東 RC、佐原 RC、波崎 RC、八日市場 RC 

1. 確定申告用領収証 

…公益財団法人ロータリー日本財団 

2. 財団室ニュース２月号 

3. 延長されるロータリークラブ試験的プログ

ラムへの参加申請について 

4. 多古ロータリークラブ通常例会開会点鐘時

間変更のお知らせ 

5. ロータリー国際囲碁大会案内状」配布のお願い 

6. 地区大会アクセス及び駐車場のご案内 

7. 寄付推進＆補助金ニュース：2015 年 2 月 

以上、ガバナー事務所 

8. 確定申告用領収証 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

9. 抜萃のつづりその七十四拝受 

…㈱クマヒラ会長 熊平雅人様（東京 RC） 

10. 2015-16年度版ロータリー手帳お買い上げの

お願い…一般社団法人ロータリーの友事務所 

【例会変更】旭 RC 

2 月 20 日（金）休会→22 日(日)地区大会に振替 

2 月 27 日（金）夜間移動例会 黄鶴点鐘 6 時半 

八日市場 RC 

2 月 17 日（火）休会→22 日(日) 地区大会に振替 

佐原香取 RC 

2 月 16 日（月）ロータリーデーのため移動例会 

香取佐原保健センター19 時点鐘 

2 月 23 日（月）地区大会に振替 

銚子東 RC 

2 月 17 日（火）移動例会 円福寺点鐘 12 時半 

成田空港南 RC 

2 月 12 日（木）休会（11 日建国記念日の振替） 

2 月 26 日（木）休会（22 日地区大会の振替）  

佐原 RC 

2 月 19 日（木）22 日地区大会の為振替休会 

 

 

誕生日記念日:植田正義会員(1月 31日）     

６２歳になりました。 

 

阿天坊俊明会員 

(1月 27日） 

６７歳になりました。 

 

 

金島 弘会員 

(1月 26日） 

６３歳になりました。 

桜井広和会員 

(1月 31日） 

８１歳になりました。 

お祝いありがとうございます。 

 

結婚記念日： 上総 泰茂会員(1月 24日） 

金島  弘会員(1月 27日） 

       島田洋二郎会員(1月 29日） 

入会記念日： 伊東 正博会員(1月 29日） 

        

 

 

☆金島 弘会員 

何年か前、「１０ケ国 1 万キロ

の旅」の卓話でお世話になっ

た次男が 2 月 2 日より会社に

入社しました。これからもお

世話になります。 

 

 

 

RYLA に参加して 

交換留学生 

Andrew Scott DAVEY 君 

こんにちは。皆様、

去年の 10 月ロータリ

ー ク ラ ブ は 私 を

RYLA に派遣しまし

た。 

カナダで以前 RYLA

参加しました。カナダ

で参加したそれは、少

しちがいますが、これ

でもとても楽しいすばらしい経験でした。 

RYLA は、ロータリアンとボランティアによるキ

ャンプであり、色々の事を学びました。その名前

の通り、主に目的は、ゲームとしてのリーダーシ

ップの育成です。 

幹 事 報 告 

理 事 会 報 告 

 

会 員 の 記 念 日 

 

卓  話 

ニコニコ BOX 
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RYLAで過ごした時間は、小さなグループでした。

僕は、何をしたらいいか理解できませんでした。

私が理解した唯一の事はペアで行った歩行ラリ

ーでした。 

パートナー達は、お互いに話す事ができました。

しかし私達の話しを他のグループに話す事は許

されませんでした。 

歩行ラリーは２回行われました。一度目は、初日

に、二回目は、二日目でした。初日に私のパート

ナーは最初のヒントを見つけることができませ

んでした。私も私達もヒントをさがすことが出来

ませんでした。２日目に何をすればいいか理解し

私達は、一緒に時間切れになる前にすべてのヒン

ト見つけました。 

私は、わからないことがあり指示がよくわからな

くてがっかりしました。でもチームワークがとて

も重要であるということを確信しました。なぜな

らば、私達が、見つけることができないことのヒ

ントを私のパートナーが見つける努力をして私

達は一緒にやりとげたからです。 

RYLA の目的は素晴らしい。何をしたらいいか

判りませんでしたが、多くのことを学びました。

私が日本語を話し私が学んでことを想像してみ

てください。RYLA に私をおくってくれてありが

とうございます。ご静聴ありがとうございます。 

 

第３８回 RYLA に参加して 
＊ライラの意義と今後の課題＊ 

高瀬 幸雄会員（青少年委員長） 

 

平成 26 年 10

月 18 日(土)9 時

30 分 ～ 19 日

(日)16 時の予定

で成田市の「イン

ターナショナル

ガーデンホテル

成田」にて開催さ

れました。参加者

は、交換留学生の DAVEY、県立銚子高校の山鄭智

輝さんと栗橋勇太さんの 3名。銚子ロータリーか

らは、佐藤会員、島田会員そして私の 3名、総勢

6 名で参加しました。ライラとは「ロータリー青

少年指導者養成プログラム」のことで、英語の頭

文字からきています。 

R:Rotary Y:Youth L:Leadership:Awards 

地域の若者と、ロータリアンが参加するプログラ

ムで、アクトとは別に地域の青少年指導者にロー

タリー精神を浸透させる請習並びに訓練するこ

とを目的としています。各集団から推薦された若

者が合宿し、地域青少年の指導者としての資格を

体得するものです。参加する年代層は、14歳～18

歳までのグループと 19 歳～30 歳のグループに分

けられます。今回は 19 歳～30 歳までのグループ

でライラが開催されました。 

RYLAの歴史 

1959 年オーストラリアのクィーンズランド州

が自治権獲得 100周年の式典に、イギリス女王の

名代としてアレキサンドラ女王が派遣された時、

ブリスベーン RC がホストになり、女王と同世代

の青年たちをこの式典に招待して参加させ、女王

と会わせるプログラムを作成した。参加した青少

年のたちの資質の良さに感心したロータリアン

たちは、この催しを毎年行うことを決め、各クラ

ブから 2名の青少年をブリスベーンに招待し、文

化、社会、教育のプログラムに参加させることを

決めた。これが RYLA の誕生です。 

1976年に日本でもスタートし、2790地区では1978

年 11 月に第一回セミナーが開かれた。RYLA の概

要では次のように謳われています。 

ロータリアンと青少年が一泊二日の間、寝食を共

にし、共に考え、共に討議し懇親しながら心の触

れ合いを通して、青少年は知恵とリーダーシップ

を身に着け、ロータリアンは若者たちのコミュニ

ケーションスキルを再確認することにあります。

又、教材は「歩行ラリー」を使い、参加者に「事

実とは何か」「真実とは何か」、これまでの生活で

会得してきた知識や経験が「先入感」「思い込み」

「既成概念」となり多くの間違いを犯す事を実証

し、考える機会を用意することにあります。歩行

ラリーの概要についてはこのように説明されて

います。 

特殊なコマ地図に従って、決められた区間を決め

られた速度で歩き、その正確さを競う競技です。

歩行ラリーで良い成績を残すためには、与えられ

た事実情報を的確に捉えることができる判断力

と事実に基づいて行動する実行力が必要となり、

壮大なクリティカルシンキング研修と言われて

いる。 

研修、反省他 

1 回目のラリーで起こす問題は次のような問題で

す。 

思い込みで行動する/コマ図や指示書をよく見な

い/勝手な解釈をする/道に迷って不安になる/焦

ってミスを重ねる/ルールを忘れる/自信を無く

して人に頼る/人の行動を責めることなどがあげ

られていますが、1 日目は比較的難しいコースが

設定されており、完走者は 20%程度です。2 日目

は、前日の反省を踏まえ、別ルートが準備されて

います。当然 2日目は 1日目に比べ易しいコース

設定になっている為、ほとんどの方が完走し、参

加者はそこで達成感を味わえることになります。

この歩行ラリーを活用した「野外研修」を最初に

開発したのは、40年ほど前、元ソニー常務の小林



− 4 − 

茂氏がソニーの厚木工場長時代にマネージメン

トサイクルの体験学習として歩行ラリーを実践

したようです。このラリーの目的はグループがい

かに良い成績を上げるかが重要視されているよ

うです。 

各地区での RYLAの教材についてですが 2790地

区 32 回大会では、浄土宗大本山「増上寺」で開

催し「生きる」をテーマに増上寺住職と寝食を共

にするプログラムもあったようです。又、岩手県

では「防災」をテーマにしたプログラムや高崎市

では「自然の恵みに感謝して生きる」のテーマで

大根播種(はしゅ)を実際に体験させ実施したよ

うです。もともとマネージメントシステムはアメ

リカの鉄道建設に起源あるといわれており、当時

は過酷な労働環境のため鉄道従事者にストライ

キが多く思うように建設が進まなかった。その解

決策として、作業目標を事前に定め、日標を達成

できた者には、賃金を割り増しで支払われる能力

給が採用された。日標との間の差が生じた場合に

は必要な修正が施されたようです。 

これにより鉄道建設の生産性が向上したことか

ら、次第に企業経営に取り入れられるようになっ

た。 

この管理手法の代表的なものが PDCA サイクルと

呼ばれ、これはウォルターシユーハットエドワー

ズ・デミングが構築したものです。 

Pは Plan(計画)Dは Do(実施、実行)Cは Check(点

検、評価)Aは Act(処置、改善)を順番に回してい

くことにあります。 

このことから、歩行ラリーを教材にすることは良

いと思いますが、歩行ラリーはマネージメントサ

イクルの体験学習からスタートしていますので

RYLA の目的である地域の青少年指導者にロータ

リー精神を浸透させる講習並びに訓練すること

と謳っています。 

本当にこの研修を通じて青少年に RYLA の目的が

伝わっているかどうかを検討することも大事で

はないでしょうか。 

㈱山二電機代表取締役社長 

 

 
大里忠弘クラブ情報委員長 

会長メッセージでホァン会長は、いつ

でもロータリアンを励まし鼓舞する

ことが私の仕事であり皆さんが話し

たいことを聞くのも仕事である。ホス

トクラブになった時は、自分たちのク

ラブのことを何でも話して欲しいと述べていま

す。 

ロータリーの友２月号から 

今月は世界理解月間ということで 

P8：各国のお国柄を、色々な関係で関わったロー

タリアンがそれぞれの経験から紹介 

P11：(異文化理解を育む)と題して青少年国際交

流事業を行うクラブから紹介 

P18：海外で活動する日本人ロータリアン様々な

国への支援プロジェクトの紹介 

P22：青少年交換プログラムで日本に来ている留

学生の生活について寄稿 

P39：ＲI指定記事としてロータリー財団の資金モ

デルについての記事 

縦稿のページでは、今月はロータリーアットワー

クなどでスポーツによる各クラブの活動が多く

寄稿されてます。 

佐藤直子青少年奉仕委員長 

合同例会の折、「佐藤直子と烏合の衆」

のパフォーマンスに対して東クラブ

がホストの計らいで募金がなされ、

合計３９，０００円集まりました。

使途について協議の結果「希望の風」

に寄付する事にしました。 

【出席報告】 

会員総数４４名 出席計算４２名 

 出 席：３４名 欠席８名 出席率 80.95% 

 欠 席：青野君・灰谷君・越川君・松本君 

   宮内榮君・宮﨑君・坂本君・植田君 

【Ｍ Ｕ】  

1 /31：補助金管理セミナー 宮内（龍）君 

2 / 3 ：銚子東 RC     大岩君 

【ニコニコ】 

 

2015∼16年度RIテーマ 

  Be a gift to the world 

ニコニコ BOX ￥12,000  計 ￥353,000 

スモールコイン ￥ 4,200 計 ￥ 46,580 

米山 BOX ￥ － 計 ￥ 38,383  

希望の風 ￥72,000 計 ￥287,271 

次週のプログラム（２月２５日）  

「地区大会に参加して」 

     坂本 尚史会員 

     丸山 泰典会員 

お弁当：大新（幕の内） 

委員会報告 


