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2017-2018年度 ＲＩテーマ 

ロータリー：変化をもたらす 

ROTARY:MAKING A DIFFERENCE 
2017-2018ＲＩ会長 イアンH.S.ライズリー 

 

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 寺嶋 哲生 (柏ＲＣ)  
広報・会報委員会   

委員長 副島 賢治  委 員 大岩 將道 

  
 
 

今週のプログラム 

「ドローンについて」  

銚子東ＲＣ 川津 光雄様 

 

前回例会報告（５月９日） 

点      鐘：松本 恭一会長 

国歌君が代斉唱 

ロータリーソング：奉仕の理想 

四つのテスト唱和 

ビジターなし 

会長挨拶 

季節が逆戻りしたよう

な寒い天気です。２週間

ぶりの例会ですが、連休

はいかがお過ごしでした

か。私は息子が帰って来

ましたので、一緒にゆっ

くりと過ごし終わってし

まいました。出かけたの

は、幕張で行われた連休

初日のロータリー地区研修・協議会のみでした。 
 その４月２９日の地区・研修協議会ですが、今思

えば連休で最もすばらしい天気の日でした。次年

度の会長幹事そして各委員長中心に、当クラブよ

り１６名の参加でした。次年度ガバナーが主催、次

年度 RI 会長のテーマ及び地区方針の発表が主な

目的です。これでいよいよ次年度がスタートしま

す。 

 そして、今月はロータリー青少年奉仕月間です。

皆様は、今の若者をどのように思われているでし

ょうか。現在の１３歳から３０歳まではちょうど

「ゆとり教育」を受けた世代にあたります。ゆとり

教育とは、２００２年の学習指導要領を指すマス

コミの造語ですが、それまでの詰め込み教育の反

省から、学業以外の時間を増やして豊かな人間性

を育む目的で始めたものです。 

そのゆとり教育の影響かどうかは分かりません

が、明らかに若者は変わってきているよう感じま

す。例えばスポーツ界。二刀流の大谷翔平、羽生結

弦を始めとするフィギュアスケート陣、陸上短距

離の選手陣、水泳のオリンピック選手たちなど。彼

らに共通しているのは、悲壮感が全く無く生き生

きスポーツを楽しんでいること、ライバル同士で

も仲が良いこと、それぞれ自分の考えをはっきり

述べることなど。ゆとり教育の成果なのかも知れ

ません。ビジネス界では結果が出るのに時間がか

かりますので何とも言えませんが、新入社員に言

えることは、「石の上にも３年」はもはや通用しな

いということです。いい会社に入っても自分のキ

ャリアにプラスにならないと判断するとすぐ辞め

てしまう。「石の上に３年も居るのは勿体ない。」と

いうことでしょうか。肝が据わっている、自分のや

りたい事を優先する、効率を重視する、そのような

特徴があるように思います。 

世代論というのは昔から語られています。どの

時代でも、若者はこうだと一言では決めつけられ

ませんし、ゆとり教育の成果かどうかも検証しよ

うがありません。我々大人にできることは、若者を

信じて尊重してあげる事です。若者は何時の時代

でも、その時代に最適な行動をとっています。即

ち、今の若者は我々が経験したことのないような

変化の激しい時代を生きているのであり、それに

適合する為に最適な行動をとっているだけなので

す。 
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 本日は、丸山青少年奉仕委員長の卓話です。地区

ローターアクト委員会委員長としても活躍されて

います。しばらく仕事等が忙しく例会にも出席で

きなかったようですが、本日は卓話でそのうっぷ

んを晴らしていただきたいと思います。 

定例理事会報告 

１）5月 6月７月プログラムの件 

…承認   

２）次年度クラブ協議会の件 

…承認 5/16例会終了後開催 

３）新旧クラブ協議会の件 

…承認 6/13 (水)夜間移動例会 太陽の里 

点鐘 18時 

４）クールビズの件…承認 6月～9月実施  

例年通りジャケット着用・ノーネクタイとする 

５）常世田・山崎新入候補者の件    …承認 

６）ロータリー文庫電子配信に関わる許諾の件 

…承認 

７）JC５５周年の件          …承認 

８）女子ソフトボール台湾代表の事前キャンプに

伴う広告協賛の件           …承認 

幹事報告 
【週報拝受】銚子東ＲＣ 

1. 2018 年 5月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ 1 ドル＝１０８円 

2. 青少年奉仕月間リソースのご案内 

3. 財団室 NEWS 2018年 5月号 

4. (再)希望の風セミナー(東日本大震災のその後)

開催のご案内 

5. 寄付ゼロ達成のご報告と御礼 

…ガバナー事務所 

6. 奉仕プロジェクト統括委員会アンケート 

…ガバナーエレクト事務所 

7. ロータリーの友購読数についてのお願い 

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

8. お礼状拝受         …勝浦ＲＣ 

9. 創立 55周年記念式典のご案内 

…一般社団法人銚子青年会議所 

10. 平成30年度銚子市国際交流協会定期総会の開

催について     …銚子市国際交流協会 

11. 女子ソフトボール台湾代表の事前キャンプに

伴う広告協賛のお願い 

…銚子市世界大会等キャンプ誘致推進委員会 

【例会変更】 

波崎 RC  5月 3日(木)休会 

旭ＲＣ   

5月 4日(金)定款第 8条第 1節 Cにより休会 

  25日(金)夜間例会 点鐘 18時 30分 

成田空港南 RC 

5月 3日(木)休会 

  24 日(木)家族親睦移動例会 千葉ﾏﾘﾝｽﾀｼﾞｱﾑ 

野球観戦 

小見川ＲＣ 

5月 9日(水)移動例会 小見川自然の家  

点鐘 14時 

  20日(日)創立 50周年記念式典 点鐘 17時  

小見川自然の家 

  23日(水)20日の記念式典へ振替のため休会 

  30日(水)鹿島臨海 RCとの合同例会  

点鐘 18時 春本  

八日市場ＲＣ 

5月 22日(火)夜間例会 点鐘 18時 30分 柿岡屋 

会員の記念日 

☆結婚記念日  

木曽  功会員(5月 3日) 

伊藤 浩一会員(5月 7日) 

富永 泰夏会員(5月 9日) 

☆創業記念日  

杉山 俊明会員(5月 1日) 

兒玉 英子会員(5月 2日) 

石毛  充会員(5月 6日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧丸山泰典会員 

本日卓話です。どうぞよろしくお

願い致します。 

卓  話  

「青少年奉仕月間に因んで」  

丸山 泰典青少年奉仕委員長 
皆さんこんにちは。丸山で

す。今年度私は 2790 地区の

ローターアクト委員長を仰

せつかっております。青少年

奉仕月間に因んで、本日は地

区ローターアクトの活動を

皆様にご紹介しようと思い

ます。口で説明するよりも画

像を見てもらった方が伝わ

りやすいと思うのですが、新入会員の方もたくさ

んいらっしゃるようですので、先にローターアク

トについて、ローターアクトとは何なのかを簡単

にご説明してから、画像をみていただければと思

います。 

 まず、ローターアクトハンドブックによります

と、ローターアクトクラブとは、ロータリークラブ

提唱の下に 18 歳より 30 歳までの青年男女により

構成される組織体である。その目的は、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能を

修得し、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に取り組み、親睦と奉仕活動
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を通じて全世界の人々の間により良い信頼関係を

推進するための機会を提供することにある。と定

められています。若い人たちのミニロータリーク

ラブと思って頂いたら分かりやすいかもしれませ

ん。 

 それではここで、ローターアクトの位置づけに

ついてご説明いたします。ロータリーにはいくつ

かの奉仕部門があります。職業奉仕、社会奉仕、国

際奉仕、青少年奉仕などがあげられます。2790 地

区におきましては、ローターアクトは青少年奉仕

統括委員会の中の 1 つの委員会です。 

青少年奉仕統括委員会には、インターアクト委員

会、青少年交換委員会、RYLA 委員会、ロータリ

ー学友委員会、そして今日ご紹介する、ローターア

クト委員会があります。 

 それぞれを簡単にご説明しますと、インターア

クト委員会は 12 歳から 18 歳までの中高生を対象

としています。2790 地区では高校生が主流です。

青少年交換委員会は、15 歳から 19 歳までの学生

を対象とした留学制度です。RYLA 委員会は、2790

地区では最近は 1 年に 1 度 1 泊 2 日の宿泊研修で

歩行ラリーを行っています。対象年齢は 14 歳から

30 歳までで、参加者の多くはロータリアンの会社

の若い社員さんや取引先の若い担当者が多いよう

です。ロータリー学友委員会は、2 年前に発足した

組織で、卒業生の受け皿と思って頂いて差し支え

ありません。学友委員が将来ロータリアンになっ

てくれることを念頭においた組織です。 

 ここで少し視点を変えまして、世界のローター

アクトについて見てみます。MyRotary によりま

すと、世界のローターアクトのクラブ数は 10,940

クラブ、ローターアクター数は、250,792 人、ロー

ターアクトクラブがある国の数は 184 カ国だそう

です。ちなみに世界初のローターアクトクラブは、

アメリカ合衆国 ノースカロライナ州のノースシ

ャーロット RAC で、1968 年の設立だそうです。

MyRotary はインターネット上の情報ページで誰

でも閲覧可能です。アカウントを作成すると更に

たくさんの情報を見ることが出来ます。 

 次に 2790 地区に目を移しますと、ローターアク

トクラブ数は 5 クラブ、ローターアクター数は約

30 名と少し寂しい状態となってしまっています。

過去には 17 クラブ、最大約 300 名のローターア

クターが存在していたこともあったようです。人

口減少に伴いクラブも右肩下がりの傾向にあるの

が現状です。しかしながらここ数年はなんとか減

少傾向に歯止めがかかっていると思っています。

先日のローターアクト年次大会では、橋岡エレク

トより、次年度は 2 クラブのローターアクトの増

クラブを考えているとの心強いお言葉を頂きまし

た。次年度以降に期待したいと思います。今年度に

おきましては、足場固めの年と位置づけ、地区内ア

クターの連携強化、インターアクトや米山奨学生、

RYLA との積極交流の中でアクト活動を紹介し認

知度を高め会員増強に努める、友好地区との積極

交流で会合参加人数の底上げを図り１つ１つのプ

ロジェクトを活気あるものにするなどの作戦を実

行しました。その甲斐あり、今年度は柴崎地区代表

を中心に 1 年を通じ活気のあるクラブだったと思

います。更に次年度は成長の年になることでしょ

う。今後ともローターアクト委員会へのご理解と

ご支援をお願い致します。 

委員会報告   

―Ｒの友 5 月号― 

島田洋二郎クラブ研修・情報

委員長 

今月は「青少年奉仕月間」と

いうことで、青少年交換につい

て、また、そのホストファミリーや

ローテックス(これは青少年交換

留学生の卒業生の会合の名称

ですが・・)について横書きの 8

ページから 13 ページにページ

に掲載されています。 

青少年交換については最近では県立銚子高校の飯田

加奈さんが、カナダのアンドリュー君と長期交換留学を

行ったばかりですので記憶に新しいところです。 

青少年交換には一年間の長期と、夏休みの間のほぼ 2

か月の短期とがありますが、地区では短期の青少年交換

が多い状態です。 

次の 14ページ・・フィルピンの将来を担う若者を支援・・と

いうことで、「バギオ基金」について神田ＲＣの多田 宏会

員の投稿が載っています。「バギオ基金」についてご存

知の方はいらっしゃいますでしょうか・・ 

私も名前は聞いたことはありましたが、良くわかりません

でしたので調べました。正式名称は 15 ページの最初に

書かれていますが「一般財団法人比
フィリ

国
ピン

育英会バギオ基

金」と言います。投稿者の多田氏はこれの代表理事を務

めておられます。ことの初めは、1903 年に日本人がフィリ

ピンにわたり、インフラの整備などをしたことから始まりま

すが、大平洋戦争の時、日本兵は 60万人フィリピンへ出

兵し、帰国したのは 10万人足らずでした。その最後の激

戦地が≪バギオ≫で、そこには日系のフィリピン人も多く

居て、壊滅直前の日本軍はバギオの日系人に協力をさ

せたことによって、敗戦後、日系フィリピン人の皆さんは、

日本軍に協力をしたことで現地住民に迫害を受け、自分

たちが日系であるということをひたすら隠し、バギオの山

中に逃げ込んで、長い間ひっそりと生活をすることになっ

てしまいます。そこに 1972 年、日本からシスター・テレジ

ア海野
う ん の

という方が、還暦を迎えた後、バギオにわたります。

そしてバギオの山の中で生活をしていた日系の皆さんを

一人一人救い出していきます。救い出された日系の皆さ

んの一番の希望は自分たちの子供を学校に入れて、教

育を受けさせることでした。 

代読：高橋副委員長 
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シスター・テレジア海野は、バギオに学校を作るために

日本のロータリークラブにその支援をお願いすることにな

り、1981年に「バギオ基金」が創立され、2009年に「一般

財団法人比国育英会バギオ基金」として創設され、現在

では国内の 380 のロータリークラブが後援し、後援者数

は 3970名となっています。 

バギオ基金の概要としては、フィリピンにおける日系及び

一般青少年のために育英資金を提供し、その勉学を援

助、日本への留学を支援するとともに、併せて日比両国

の親善友好を増進することを目的とする・・となっていま

す。 

バギオ基金への寄付は、随時寄付として個人は 3.000円

以上、ロータリークラブとしては 10.000 円以上となってい

ます。また、維持後援として継続して寄付を行う制度もあ

ります。銚子ロータリークラブも有志の皆さんの努力でダ

バオ盲学校支援を行ってきました。また愛宕山には日比

友愛の日というものもありますので、何かしらのつながり

があるように思えます。 

バギオ基金はロータリーが後援する団体でしたが、30 ペ

ージ～32 ぺージには間もなく 50 周年を迎える、民間最

大の奨学事業である「ロ―タリー米山奨学金」について

載っています。その 32 ページに購入して読んでみようか

と思うものが載っています。漫画「米山梅吉ものがたり」で

す。これは第 2700地区(福岡・長崎・佐賀)の地区青少年

奉仕委員会の田村志朗委員長が作ったものです。 

田村委員長は 2010年にロータリーに入り、8年間青少年

奉仕部門に携わってきたそうで、若者たちに「ロータリー

との縁を少しでも大切にしてほしい・・せめて日本のロー

タリーを創設した人物について知ってもらいたい」という

気持ちからこの漫画本を作ったそうです。 

事務局を通して 2700 地区のガバナー事務所へ問い合

わせる予定ですので、興味のある方は私のところまで申

し出て頂ければと思います。隣のページには 2790 地区

の地区大会、寺嶋ガバナーが左下に載っています。 

さて、時間もありませんので、縦書きのページから

2790 地区のクラブが載っているところをご紹介だけしま

す。 

縦書きの「ロータリーアットワーク」30 ページの 3 段目に

千葉南ＲＣの「小学校で読み聞かせのプロジェクト」、千

葉氏の礎を作った、「千葉常胤」の物語を 10校の市内小

学生たちに行ったそうです。 

33 ページには柏南ＲＣの「支援 3 年目の剣道大会」とし

て掲載されています。 

最後に縦書き 59ページの一番下、新生・鯖江
さばえ

ロータリー

クラブ誕生とあります。 

1959 年創立の鯖江ＲＣと 1984 年にできた鯖江北ＲＣの

合併という記事ですが、鯖江市は人口が約 68.000人、ロ

ータリークラブは二クラブで、これまで年一回交互にホス

トクラブとなって合同例会を行ってきたという、銚子とは人

口もクラブ数もよく似た環境のようですが、近年、両クラブ

とも会員減少に悩まされ、ついに合併というところになっ

たようです。合併後の会員数は 46名というところからのス

タート、常時会員 50名のクラブを目指すそうです。 

以上、今月の友からご紹介させて頂きました。終わります。 

【出席報告】会員総数４２名 出席計算３５名  

出席：２９名 欠席：６名  出席率 82.86％ 

欠席 大里君・信太君・島田君・富永君 

鈴木君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 

5/11希望の風セミナー 小林君・松本君 

5/11 ｲﾝﾀｰｱｸﾄ指導者講習会  丸山君 

5/12・13青少年交換研究会  丸山君 

5/15八日市場ＲＣ   金島君・櫻井(公)君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

                      

 

ニコニコ BOX ￥ 7,000 計 ￥534,250 

スモールコイン ￥ 2,000 計 ￥ 46,636 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 46,230  

希望の風 ￥24,000  計 ￥284,301 

次週のプログラム（５月２３日） 

「新入会員卓話」 須永 清彦会員 

お弁当：膳（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁当：辰巳家（にぎり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


