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■□■□■□■□　プログラム　□■□■□■□■

13：00 登録開始
●本会議第一部　地下 1階「センチュリールーム」　司会：米倉　伸三

13：30 点鐘 ガバナー 鈴木　孝雄
国歌斉唱 ソングリーダー 櫟本　健夫
ロータリーソング「奉仕の思想」
歓迎の言葉 ホストクラブ会長 柴山　修一
地区役員の紹介 次年度地区幹事 坂田　修一
挨拶 ガバナー 鈴木　孝雄
地区次年度方針 ガバナーエレクト 鈴木　　喬
挨拶 地区研修リーダー 上野　　操

14：30 本会議第一部終了

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━　会場移動　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●部門別会議
14：45 部門別協議会開始
16：15 部門別協議会終了

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━　会場移動　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●本会議第二部　地下 1階「センチュリールーム」　司会：米倉　伸三
16：30 部門別協議会報告

1. 会長部門 地区研修リーダー 上野　　操
2. 幹事部門 パストガバナー 櫻井　権司
3. クラブ奉仕部門 次年度地区クラブ奉仕委員長 小林　　渉
4. 職業奉仕部門 次年度地区職業奉仕委員長 山本　𣳾人
5. 社会奉仕部門 次年度地区社会奉仕委員長 坂下　博康
6. 国際奉仕部門 次年度地区国際奉仕委員長 友野　英三
7. 青少年奉仕部門 次年度地区青少年奉仕委員長 松下　和正
8. ロータリー財団部門 次年度地区ロータリー財団委員長 浅川　皓司
9. 米山奨学部門 次年度地区米山奨学委員長 志熊　昌宏
10. ロータリーの友 次年度「ロータリーの友」地区代表委員 林　　茂男
次年度ホストクラブ発表 ガバナー 鈴木　孝雄
次年度ホストクラブ挨拶 東京紀尾井町 RC会長エレクト 垣見　裕司
次年度地区大会ホストクラブ挨拶 東京武蔵野中央 RC地区大会実行委員長 髙野　清香

18：00 閉会点鐘 ガバナー 鈴木　孝雄

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━　会場移動　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●懇親会　地下 1階「桃山」「天平」「ホワイエ」　司会：松岡　浩
18：10 挨拶乾杯 次年度地区幹事 坂田　修一

ロータリーソング「手に手をつないで」 ソングリーダー 廣瀬　英昭
19：30 閉会の辞 地区研修協議会実行委員長 新里　時夫

ピアノ演奏　東京音楽大学所属　青山　里子

■□■□■□■□　フォトギャラリー　□■□■□■□■

Rotary1.indd   2-3 15/10/28   10:58



4 5

2014〜 2015年度　国際ロータリー第2580地区

地区研修協議会報告書

Rotary1.indd   4-5 15/10/28   10:59



6 7

2014〜 2015年度　国際ロータリー第2580地区

地区研修協議会報告書

Rotary1.indd   6-7 15/10/28   11:00



8

2014〜 2015年度　国際ロータリー第2580地区

地区研修協議会報告書

Rotary1.indd   8 15/10/28   11:00



2014～2015年度　国際ロータリー第2580地区

Rotary International District 2580 Tokyo and Okinawa, Zone2, JAPAN

地区研修協議会報告書

2015年4月8日（水）
於：ハイアットリージェンシー東京

ホストクラブ：東京本郷ロータリークラブ

Rotary2.indd   9 15/11/02   13:43



2014〜 2015年度　国際ロータリー第2580地区

地区研修協議会報告書

10

　私たちの人生には、いつか終わりが訪れます。しかも、
終わりは思ったより早く来るものです。この限られた人生をど
のように過ごしたらいいのでしょうか。世界が良い場所となる
よう、人のために何かしますか。それとも、インドの著名な
詩人、ラビンドラナート・タゴールの言葉のように、「楽器
の弦の張替えばかりしていて、肝心な歌を歌わずに」毎日を
過ごしますか。
　ロータリーの栄光は、まさにその「歌を歌う」道を見つける
手助けをしてくれることにあります。人生で本当に大切なこと
に目を向け、私たち自身が世界への贈り物となる方法を見つ
けることで、より充実した意義ある人生を送れるよう、私た
ちを導いてくれるのです。
　友人に何を求めるかを考えると、ほとんどの人は、高潔性、
信頼性、思いやり、相性を挙げるでしょう。私たちが求める
友人とは、必ずしも自分と似通った人ではなく、自分にない
ものを持っている人、自分のいいところを引き出してくれる人
です。私は、ロータリーがその特徴を備えていると思います。
　ロータリーは、私たちの資質を引き出し、それを人生で生
かす道を見つけてくれます。
　私たちは往々にして、あまり意味のないことに捕らわれて
毎日を過ごし、物を手に入れるために身をやつします。しか
し、私たちがこの世を去った後、人が思い起こすのは、私
たちが生前乗っていた車でも、着ていた服でも、肩書きでも、
役職でもありません。より大きな資産や、より高い地位を得
ようと払った努力のことでもありません。
　結局のところ、私たちの人生の価値は、どれほど得たか
ではなく、どれほど与えたかによって判断されるのです。
　ですから、苦しんでいる人から目を背けずに、その苦しみ
を和らげてあげましょう。同情の言葉をかけるだけでなく、
実際に何かしてあげましょう。社会から享受するだけでなく、
社会に貢献しましょう。

　2015-16年度の私たちのテーマは「世界へのプレゼントに
なろう」です。
　地位や身の上にかかわらず、才能、知識、能力、努力、
そして献身と熱意など、誰でも与えることのできる何かをもっ
ているはずです。私たちは、ロータリーを通じて、これらを
世界にプレゼントすることで、誰かの人生に、そして世界に、
真の変化を起こすことができるはずです。
　「人は手を閉じて生まれ、手を開いて世を去る」、また「己
の才能は、天から授かったもの」と言われます。ですから私
たちは、その授かりものをお返しするのです。
　私たちは皆、この世に生まれ、何でもつかみ取ろうとしま
すが、この世を去るときにはすべてを残していきます。ロータ
リーを通じて私たちは、いつまでも続く、本物の何かを残す
ことができるでしょう。
　私たちに与えられた時間は今です。この機会は二度と訪
れるものではありません。

世界へのプレゼントになろう

2015-16 年度国際ロータリー会長
K. R. ラビンドラン
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　本日は国際ロータリー第 2580地区の地区研修協議会に
ご参加いただき心より感謝申し上げます。
　この地区研修協議会はロータリーにおける次年度のリー
ダーの皆様が次年度に向けた準備をするための研修協議会
です。次年度の国際ロータリーのテーマや国際ロータリー
の向かう方向について情報を交換し、地区・クラブの運営
計画を作成するために次年度のクラブ会長・幹事を始め次
年度指導的立場を託された会員の皆様が研修する重要な
会議です。
　今年度の国際ロータリーのテーマは「ロータリーに輝きを
（Light Up Rotary）」でした。我 ロ々ータリアンが、元気に、
勇気をもってロータリーの理念を世界に広めることによって、
世界にロータリーの輝きをもたらそうと奮闘してきました。
　2015-16年度 スリランカ出身 国際ロータリーのラビンド
ラン会長エレクトは国際ロータリーのテーマを「世界へのプ
レゼントになろう（Be a gift to the world）」と発表されていま
す。
　このテーマの意を汲んで各クラブはそれぞれのクラブに適
した活動計画を立てなければなりません。ロータリークラブ
は大勢の職業人および専門職の集まりです。いろいろな考
え方やノウハウを持つ方がおられます。ロータリーらしい問
題解決の方法を編み出してくれると期待できます。「出来な
い理由を探していないで、進んで明かりをともしましょう」とゲ
イリー・ホァン国際ロータリーの現会長も言っております。
　会員増強については、数を競うのではなく、ロータリー
の理念に共鳴した人たちを仲間にし、新世代の人々にロー
タリーの素晴らしさと可能性を理解してもらい将来のロータ
リーの松明の担い手になってもらいましょう。
　地域社会のニーズに応えてクラブは社会奉仕活動を活発
に行い、ロータリークラブの存在価値を高め、ロータリーク
ラブの認知度を向上させましょう。

　ポリオ撲滅もあと少しで達成できそうです。ロータリー財
団への寄付を怠りなく、撲滅の完遂まで気を抜かずしっかり
やりましょう。
　青少年奉仕では、その重要性が認められ、近年新しく2

クラブでローターアクトクラブが提唱され 12クラブになりま
した。ローターアクトの各種奉仕活動にロータリークラブが
応援するようになってきました。職場体験やインターンシップ
などによる新世代への支援をお願いします。
　ロータリーにはいろいろな奉仕活動があります。ロータリ
アンは自分の出来る得意な分野でできるだけの支援をしてい
ただくことをお願いいたします。
　ロータリーの役員は原則一年間の任期です。出来るだけ
のことを精一杯やって、少しでもロータリークラブを、地域
社会を良くすることに力を注いでください。そして多くの友人
と知り合いになってください。
　皆様にとってこの研修協議会が実り多きものになる事と確
信しております。
　ホストクラブとして、周到な準備をしてくださいました東京
本郷ロータリークラブの皆様に心から感謝申し上げます。

地区研修協議会　ご挨拶

ガバナー
鈴木　孝雄
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　本日は、次年度に向けての研修協議会にご参加を賜り、
心より感謝申し上げます。
　地区研修協議会は、RI細則第 15条に基づきガバナー
主導によりロータリークラブの次期指導者たる役員が、次年
度に向けた役割に備えるためのセミナーです。既に地区チー
ム研修セミナー、PETSも終了し、各クラブの会長・役員が
その役割と責務を遂行するための研鑚をする非常に重要な
会議です。
　2015～16年度 K.R.ラビンドランRI会長テーマは「世界
へのプレゼントになろう」です。その主旨は、“私達ロータリ
アンが持っているモノで苦しんでいる人々の苦しみを和らげ、
何かをしてあげよう。言葉だけでなく、実際に何かをしてあ
げよう。社会から享受するだけでなく、社会に貢献しよう。”
というものです。
　“ロータリアンは、ワールドクラス（世界一流）のリーダー
シップを発揮しよう。”とも云っております。
　さらにラビ会長は、会員増強・ロータリー財団支援（2018

年ポリオ撲滅完遂）は勿論のこと、中核的価値観に基づく戦
略計画の確立を打ち出しました。これは、クラブのサポート
強化、或いは人道的奉仕の重点化と増加、更に公共イメー
ジと社会におけるロータリーの認知度向上を唱えるもので
す。つまりロータリークラブとは何か、他の非営利団体とど
う違うかを社会に伝えることで、ロータリークラブに参加を
呼び掛ける意義を示しています。
　一方ロータリー・リソースの活用を全会員に促しています。
各クラブが、地域リーダー（ロータリーコーディネーター、R

財団地域コーディネーター、公共イメージコーディネーター
等）・プログラム（青少年交換、インターアクト、ローターアクト、
RYLA、米山奨学生等）・オンラインツール（My Rotary、ブ
ランドリソースセンター、ロータリークラブ・セントラル、ロー
タリーボイス、ロータリー・ショウケース等）を常用し活用す

ることを促しているのです。
以上、このテーマに沿ってどうか各クラブは、会長を中心に
してロータリー活動を活性化して下さい。
　本日の協議会では会長幹事部門を分離し、それぞれの
セッションで研修して頂きます。9部門での研修が出席者に
とり、実のあるものとなりますことを期待し確信しております。
　終わりに、本日の地区研修協議会のホストを周到な準備
期間を経て全力を傾けて下さった東京本郷ロータリークラブ
の会員の皆様に衷心より感謝申し上げ、ご挨拶と致します。

ご　挨　拶

ガバナーエレクト
鈴木　喬
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1　本日は、鈴木喬ガバナー年度へむけての地区研修協議
会に、大勢の皆様にご参集いただきまして誠にありがとうご
ざいます。
　さて、本日の地区研修協議会は、次年度の各クラブの会
長・幹事さんと委員長さんが一堂に会し、これから各部門
別協議に合流し、各々その役割と責務を再認識して各々の
クラブでの指導者チームを形成し、かつ各クラブの自主性
を前提としながら、次年度鈴木喬ガバナーの方針を体して、
ガバナーとガバナー補佐および次年度地区委員会との連携・
協力関係を築くために行われる、次年度に向けての最も重
要な研修協議の会合であります。
2　手続き要覧によれば、国際ロータリー（RI）は、全世界
の 3万 4500以上各ロータリークラブの連合体であり、地
区はその支部的組織であり、各クラブはRIの会員であり、
ロータリアンは各クラブの会員であります。そして、RIは、
RI定第 4条に掲げるロータリーの目的である職業奉仕を
推進するため各クラブを支援することを主たる目的としており
（同定款第 3条）、そして各クラブは、RI定款及びクラブ
定款を遵守し、各クラブの会員に対してクラブ定款第 4条
に掲げるロータリーの目的に示された職業奉仕の推進を中
心とした五大奉仕の実践を支援する役割を担っているのであ
ります。
　そして、個々のクラブは、ロータリーの目的に反しない限り、
具体的にどのような奉仕活動を選択するかについては絶対
的な自主権を有しており、他方 RIは、特定のクラブに特定
の奉仕活動を命令したり禁止したりすることは絶対にできな
いとされております。
　従って，各クラブと会員は、RI定款とクラブ定款に明記
されているロータリーの目的を正しく理解し、クラブの自主
性を大いに発揮しながら、ロータリーの目的である職業奉
仕の基本精神を中心とした五大奉仕の実践をすべきであり

ます。
3　因みに、ポール・ハリスは、我 ロ々ータリアンに対し、ロー
タリーの奉仕の実践について、『ロータリーは宗教ではなく、
それに代わるべきなにものでもない。それは古くから人間社
会に存在する普遍的道徳観念を、我々の現代生活に、なか
んずく実業的職業生活に適用・実践することである。』と明言
しています。
  そして更にRIや各クラブに対しては、『ロータリーは、他
の営利事業クラブや慈善事業団体のそれぞれの目的分野に
おいて、それらと功を争うべきものでは決してない。ロータリー
はただロータリーの目的の範囲内のことを実践すればよいの
であって、それ以外のことで、他のクラブや団体に力が及ば
なくても一向に差支えない。』と断言しております。ここでいう
『ロータリーの目的』とは、もとより職業奉仕の推進でありま
す。
4　結びに、本日この地区協議会が皆様のご協力により成
功裏に終了することを祈念しつつ、本日の協議会のため、周
到な準備と多大な尽力をいただきましたホストクラブ東京本
郷ロータリークラブの皆様に、心より感謝申し上げ、地区研
修リーダーとしてのご挨拶といたします。

ご　挨　拶

地区研修リーダー（PG）
上野　操
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　地区研修協議会に際しましては多数のロータリアンにお集
まりいただきましてまことにありがとうございました。
　約 1年位前から鈴木喬ガバナーエレクトのご指導をいた
だきながら当日の地区協議会の準備を進めてまいりました
が、皆様のご尽力をもちまして、まずまず首尾よく終わりまし
たこと、心より御礼申し上げます。

　地区研修協議会は我々がロータリアンとして研鑽をつみ、
日ごろの活動を見なおし、さらなる行動に繋げていくための
セミナーだと思います。部門別に地区の各クラブを代表する
ロータリアンが一堂に会して情報を交換し、議論する場であ
り、新たな方向性を示す場であってほしいと思います。研修
協議会で得られた情報は各クラブにお持ち帰りになられ、ク
ラブ会員に伝達していただけたことと思います。
　2015-2016　RI会長ラビンドラン氏のテーマは「世界へ
のプレゼントになろう」（Be a gift to the world）です。私達ロー
タリアン自身が、またその活動を通じて世界に向かって貢献
しよう、ということだと考えております。
　それぞれのクラブ・アイデンティティを大切にし、それぞれ
の地域性と環境に配慮しながら更なる貢献に努めるために
何ができるか考えていきたいと思います。

　今年は特に部門別、各部会ごとの発表が素晴らしく、限
られた時間の中、簡潔に内容のあるご発言をいただきました
こと、真にありがとうございました。会議全体が、しまりの
ある意義深いものになったと感謝しております。
この成果をもとに、皆様のロータリー活動がますます発展し、
活発になりますよう心よりお祈りいたしまして、ご報告とさせ
ていただきます。

ご　挨　拶

ホストクラブ東京本郷ロータリークラブ会長
柴山　修一
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1.　会長部門  B1 クリスタルルーム

上野　　操 地区研修リーダー（PG） 東京江戸川 RC

鈴木　　喬 ガバナーエレクト 東京江北 RC

坂田　修一 次年度地区幹事  東京江北 RC

藤井　公博 次年度中央分区ガバナー補佐 東京ワセダ RC

服部　支朗 次年度北分区ガバナー補佐 東京荒川 RC

羽鳥　貞雄 次年度東分区ガバナー補佐 東京臨海東 RC

小林　　豊 次年度武蔵野分区ガバナー補佐／地区会計長 東京武蔵野 RC

野崎　一重 次年度多摩分区ガバナー補佐 東京東村山 RC

新里　順一 次年度沖縄分区ガバナー補佐 那覇西 RC

鈴木　孝雄 ガバナー  東京池袋 RC

上山　昭治 ガバナーノミニー 東京武蔵野中央 RC

吉田　雅俊 ガバナーノミニーデジグネート 東京新都心 RC

髙野　清香 次年度地区大会実行委員長 東京武蔵野中央 RC

2. 幹事部門 B1 飛鳥 6. 国際奉仕部門 B1 白鳳

リーダー 櫻井　権司 東京武蔵野 RC カウンセラー 戸田　一誠 東京練馬西 RC

次年度地区副幹事 小林　光夫 東京江北 RC リーダー 友野　英三 東京武蔵野 RC

次年度地区副幹事 田中　永二 東京武蔵野中央 RC 次年度地区副幹事 猪飼　昭彦 東京板橋セントラル RC

3. クラブ奉仕部門 B1 桃山 A 7. 青少年奉仕部門 B1 平安

カウンセラー 吉田　建二 東京田無 RC カウンセラー 水野　正人 東京 RC

リーダー 小林　　渉 東京東 RC リーダー 松下　和正 東京本郷 RC

「ロータリーの友」地区代表委員 林　　茂男 東京ベイ RC 次年度地区副幹事 牧野　光男 東京浅草 RC

次年度地区副幹事 横山　武志 東京北 RC

4. 職業奉仕部門 B1 天平 8. ロータリー財団部門 27F エクセレンス

カウンセラー 多田　　宏 東京神田 RC リーダー 浅川　晧司 東京王子 RC

リーダー 山本　𣳾人 東京 RC 次年度地区副幹事 海老沼孝二 東京江北 RC

次年度地区副幹事 原田　　寛 東京江北 RC

5. 社会奉仕部門 B1 桃山 B 9. 米山奨学部門 28F スカイルーム

パストガバナー 古宮　誠一 東京東 RC カウンセラー 石川　正一 那覇西 RC

カウンセラー 小澤　秀瑛 東京青梅 RC リーダー 志熊　昌宏 東京後楽 RC

リーダー 坂下　博康 東京北 RC 次年度地区副幹事 芝　　久雄 東京江北 RC

次年度地区副幹事 佐久間洋行 東京足立 RC

部門別協議会
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　会長部門は、全会長と共に、私とガバナー補佐が、研修
リーダーのご指導のもと進行させて頂きました。既に PETS

で同じディスカッションをしておりますので、本日の中心は、
自由討議ということで、私が進行役をし、会長さんから色々、
質問あるいは思いのままを頂き、回答できるものはするとい
うやり方で行いました。かなり、活発なご意見を頂きました。
簡単にご紹介させて頂きます。
　公式訪問につきまして、どのようにするかということですが、
私自身が、幹事、会長、ガバナー補佐としてクラブ訪問の
お供をした経験から、部門別の発表を頂いたものをガバナー
が講評をするといった形式にはしたくないと考えております。
発表頂いたものについて、会員さんと共々、どうしたらより良
いことができるかというディスカッションをする場として協議
会を使わせて頂きたいということで、ご理解を頂きました。
　次に、会員増強について、先程第一セッションで私が説
明しましたが、大事な会員増強委員会が本日呼ばれていな
いのは如何な理由かという質問がございました。会員増強
につきましては、クラブ奉仕委員会がクラブの包括的な責任
のある委員会なので、クラブ奉仕委員会の中に会員増強委
員会が含まれている場合と、会員増強が独立してあるクラブ
があります。それはクラブの自主性でございます。本日はクラ
ブ奉仕委員長さんに来て頂いており、会長さん、幹事さん
共々、会員増強については、クラブ奉仕委員会がご尽力頂
きたいというご回答を致しました。
　私どもの地区では、分区制をとっていますが、地区によっ
てはグループ制をとっているところもございます。分区制とグ
ループ制の違いは何か？というようなご質問もございました。
沖縄分区が、遠く離れていて、お互いに交通の距離が大変
ということがありますが、沖縄分区はこのまま一緒に仲間な
のですかということでしたので、仲間ですという御答えを致し
まして、沖縄のガバナー補佐からも見捨てないでくださいと
いう一言があり、拍手が起きました。

　ディスカッションしだすと色 と々沢山あるのですが、本日の
部門別協議会では、各会長さんが非常にアグレッシブな質
問をして頂き、また、上野研修リーダーが、サポートして下
さいましたお蔭で、とても時間が足りない程、議論が進み
ました。この頂いた時間の中での精一杯の議論が次年度の　
あるいは、各クラブの大きな糧になればと思っております。
以上ご報告させて頂きます。ありがとうございました。

会長部門

部門別協議会❶

ガバナーエレクト
鈴木　喬
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　幹事部門はリーダーである櫻井権司パストガバナーによる
趣旨説明のあと、幹事部門の会議アシスタントスタッフが作
成したプロジェクターのデータ、2013年度の手続要覧を使っ
て「ロータリーが目指すもの」との演題でご講演を行った。
　講演の内容としては大きく2つ、一つ目はクラブ運営・管
理に関すること。二つ目は最近の規定審議会とＲＩ理事会で
決定された具体的な事例を紹介し、厳しい今日の状況にど
う対応すれば良いか「ロータリーの目指すもの」が何であるか
を一緒に考え共有しようとテーマで行った。
　一つ目のクラブ運営・管理に関することでは、

・幹事はクラブ運営の要である事
・幹事は会長の補佐役・秘書的立場ではなく、独自の役割
を担ったクラブの役員・理事会メンバーである事
・2013年規定審議会の採択で、幹事の役割がクラブ運営
で欠くことのできない重要なものである事が再認識された
こと
・クラブの管理主体は理事会であるが、「理事会による最終
決定」とはどういうことか？
・ロータリーは職業奉仕を中心とした個人奉仕が基本であ
り、したがって個人の意思が大切にされ、個人あっての
クラブである事を認識する事
・「ロータリーの目的」や「ロータリーの良さ、特徴」を前提と

してクラブの管理運営を考える事
・したがって理事会は、会員の意思を超えた会員の意思を
無視した絶対的な権限を持っていると考えてはいけない事
・理事会は常に会員の意向を念頭に置き、それを尊重し、
クラブの活動に反映させる工夫に務める事が使命である
事
・それから、これからの幹事の役割で大切なことを一つ加え
ると、情報収集の仕方である事
・現在のロータリー情報はロータリーウェブサイトを活用し
なければ充分なものは得られないので、ロータリーウェブ
サイトにアクセスし、「My Rotary」に登録することから始
める事
・以上、基本的な幹事としてクラブ運営・管理に関する内
容を講演した。
　二つ目に演題の「ロータリーが目指すもの」について
MyRotaryを元にしたデータと手続要覧をもとに講演をした。
・基本的に、中核になっている部分は変わっていないもの
の 21世紀に入り、明らかに変えてはならぬものまで変わっ
てきているように思えてならないと、危惧されている事を
具体的な事例をもとに指摘。この事は各人が考えて、そ
れぞれに判断しなければならないという事

幹事部門

部門別協議会❷

パストガバナー
櫻井権司
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　幹事は、会長の秘書、または黒子と呼ばれることが多い
ようだが、過去の通例や前年度を踏襲するばかりでは、発
展を伴わない。ルールが変わっていくRIに対抗するために
は、執行権限を持つ幹事の意識が重要である。クラブ内で
は「会員は平等」と言われるが、誤解を解くためにも歴史的
にも重要とされる「親睦」を深めることでお互いを認めること
になる、そして魅力あるクラブ運営をして欲しいと付け加えた。
その後、質疑応答を行い終了した。
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　当日はカウンセラーとして吉田建二パストガバナーをお迎
えし、開催されました。

地区クラブ奉仕委員長

・地区委員の紹介
・活動方針の説明

1） 五大奉仕委員会の根幹であることを理解して頂き
たい（ロータリーの樹　資料１）

2） 将来クラブのリーダーになる方が多い為、他の奉
仕委員会も含め包括的な立場から活発なクラブ運営
を考えて頂きたい

3） 鈴木喬ガバナーエレクトを通してR.Iからの情報、
地区の情報を各クラブに伝達して頂きたい

4） ガバナーエレクトの意向のもと、“クラブの自主性 ”
を尊重し、それぞれの分区及び各クラブの特徴を考
え、それに合った効率の良いクラブ運営がなされる様
に情報提供する

5） R.Iは世界的な連合組織であるので会員増強は重
要な課題であり、その為には各会員の日頃の広報活
動及び各方面の情報機関を使っての公共性イメージ
アップの必要がある

地区公共イメージ向上委員会　横山義文委員長

1）公共広告の説明（大型ビジョン放映媒体一覧　資料 2）
2）各クラブのホームページ開設状況説明（資料 3）
3）全クラブに於けるホームページの開設及びメンテナンスの
要望

質疑応答

Q ホームページ開設の指導はないか？
A 横山義文委員長が対応し、情報提供する
Q  公共イメージにおいて、2750地区と共同でできないか？
A 2750地区は専門業者（電通）が付いており、断られた
Q クラブ奉仕委員会と親睦委員会の差は？
A クラブに於ける包括委員会である各委員会が活発になる
様ウォッチする必要がある

Q 地区のホームページの充実も大事ではないか？（スケ
ジュールが分かる）

A 地区としてもその必要性は重要と思い、今後努力していく
Q 公共イメージはライオンズの方が進んでいる　ロータリー

34地区合同でイメージ作戦はできないか？
A ガバナー会はあくまで親睦会であり、費用その他の面でま
とまりきれていない　　

林茂男 ロータリーの友代表委員

・4月号 “わが街そしてロータリー”（沖縄県）の紹介
・クラブ単位で興味を持ってもらう
・卓話の材料にもして頂きたい
・読むだけではなく投稿も是非して頂きたい

吉田建二パストガバナー

　吉田建二パストガバナーに講評を頂き、ロータリーの原
点であるクラブ奉仕委員会の存在、そしてそこから発生する
各奉仕委員会の意義を分かりやすく説明して頂きました。

クラブ奉仕部門

部門別協議会❸

次年度地区クラブ奉仕委員長
小林　渉
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資料 2　国際ロータリー　大型ビジョン放映媒体一覧
地区 設置場所 ビジョン名称 運営会社 放映時間（1日） 放映期間 日数 放映内容 1日回数 期間合計

北海道

札幌駅前北海
道銀行壁面 札幌駅前ビジョン ㈱メガ・コーポレーショ

ン

08:00～
22:00 14h 2015.2.1～

3.14 42 30秒 spot×
3回 /H 54 2,268

札幌・大通り4
丁目プラザ メガ・ビジョン 4プラ 06:00～

24:00 18h 2015.2.1～
3.14 42 30秒 spot×

3回 /H 42 1,764

渋谷 ハチ公前交差
点

１０９フォーラムビ
ジョン

㈱パス・コミュニケー
ションズ

09:00～
24:00 15h 2015.2.1～

3.14 42 30秒 spot×
3回 /H 45 1,890

原宿 神宮前交差点 原宿アストロ 10:00～
22:00 12h 2015.2.1～

3.14 42 30秒 spot×
3回 /H 36 1,512

有楽町 数寄屋橋交差
点 マリオンビジョン 10:00～

22:00 12h 2015.2.1～
3.14 42 30秒 spot×

3回 /H 36 1,512

新宿
新宿東南口 フラッグスビジョン ㈱フラッグスビジョン 09:00～

23:00 14h 2015.2.1～
3.14 42 30秒 spot×

1回 /H 42 1,764

新宿東口 アルタビジョン新宿 ㈱スタジオアルタ 10:00～
23:00 13h 2015.2.1～

3.14 42 30秒 spot×
1回 /H 39 1,938

六本木 六本木交差点 誠志堂ビジョン ㈱誠志堂ワールド 11:00～
25:00 14h 2015.2.1～

3.14 42 30秒 spot×
3回 /H 42 1,764

池袋 池袋東口 リプレビジョン

㈱ピー・プランニング

8:00～
23:00 15h 2015.2.1～

3.14 42 30秒 spot×
3回 /H 45 1,890

吉祥寺 吉祥寺駅前 吉祥寺ステーション
ビジョン

7:00～
24:00 17h 2015.2.1～

3.14 42 30秒 spot×
3回 /H 51 2,142

立川 立川駅前 I vision 8:00～
22:00 14h 2015.2.1～

3.14 42 30秒 spot×
3回 /H 42 1,764

名古屋 名古屋駅太閤
口

LIGHTNING WAVE 
NAGY

㈱オーバルジュニア 06:00～
24:00 18h 2015.2.1～

3.14 42 30秒 spot×
3回 /H 36 1,512

福岡 北九州・小倉
駅

グラーンライザ北九
州

㈱グラーンライザ北九
州

08:00～
22:00 14h 2015.2.1～

3.14 42 30秒 spot×
3回 /H 42 1,764

沖縄 宜野湾 アドビジョン ㈱沖縄アドサービス 0:00～
0:00 24h 2015.2.1～

3.14 42 30秒 spot×
3回 /H 72 3,024

資料 3　2580地区ホームページ開設状況調査票　調査日　平成 27年 3月 23日

ロータリーの誕生日今年度分掲載クラブ　35クラブ　35/54＝ 64.8％
ロータリーの誕生日前年度分掲載クラブ　  1クラブ　 1/54＝ 1.9％

　2580地区 1東京都、2沖縄県 52+8＝ 60/70＝ 87.1％
 実働ホームページ 47+7＝ 54/70＝ 77.1％
 1　東京都　　52/59＝ 88.1％　　47/59＝ 79.7％
●東京 RC  http://www.tokyo-rc.gr.jp/
　東京足立 RC　12-13  http://www.tokyo-adachi-rc.com/
●東京秋川 RC  http://www.akigawa-rc.jp/
●東京荒川 RC  http://www3.ocn.ne.jp/~tarc-hp/
●東京浅草 RC  http://www9.ocn.ne.jp/~asrotary/
　東京浅草中央 RC  http://www.asachu-rc.jp/
●東京あすか RC  http://www.tokyoasuka.com/
　東京ベイ RC　
　東京江戸川 RC  http://www.edogawa-rc.jp/
●東京江戸川中央 RC  http://www.tec-rc.jp/
●東京福生 RC  http://www.fussa-rc.com/
●東京東 RC  http://tokyo-east-rc.jp/
●東京東江戸川 RC  http://e-edogawa-rc.com/
●東京東久留米 RC  http://thk-rc.sakura.ne.jp/
●東京東村山 RC  http://www.hm-rc.org/

　また、ロータリーも時代の変化に柔軟に対応していかなく
てはいけないという意見も頂き、熱っぽくそして緊張感のあ
る締めの言葉を頂きました。

　吉田建二パストガバナー始め各地区委員の皆様のお陰
で、楽しく意義のある部門別協議会を定刻に終えることがで
き、皆様に感謝いたします。
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　東京東大和 RC　13-14  http://www.h-yamatorc.com/
　東京本郷 RC  http://www.t-hongo-rc.gr.jp
　東京保谷 RC  http://www14.plala.or.jp/tokyohoyari/
●東京池袋 RC  http://www.ikebukuro-rc.net/
　東京池袋西 RC　
　東京板橋 RC　13-14  http://www.itabashirotary.jp/
　東京板橋セントラル RC　BLOG  http://itabashi-central.seesaa.net/
　東京城北 RC  http://www015.upp.so-net.ne.jp/johok/
　東京城東 RC　
●東京葛飾 RC  http://www.katsushika-rc.com/
　東京葛飾中央 RC　13-14  http://www.kcrotary.com/
●東京葛飾東 RC  http://www.katsushikahigashi-rc.org/
●東京神田 RC  http://www.tokyo-kanda-rc.jp/
●東京紀尾井町 RC  http://www.kioicho-rc.jp/
●東京北 RC  http://www.tnrc.gr.jp/
　東京清瀬 RC  http://www.kiyose-rc.jp/
　東京小石川 RC  http://www.koishikawa-rc.org/
●東京小平 RC  http://www.kodaira-rc.org/
　東京江北 RC　08-09  http://tokyo-kohoku-rc.org/
　東京江東 RC ● http://www.koto-rotary.jp/
●東京麹町 RC  http://www.koujimachi-rc.jp/
●東京後楽 RC  http://korakurotary.com/
　東京向島 RC  http://www.tokyomukoujima-rc.org/
　東京武蔵村山 RC　
　東京武蔵野 RC  http://www.m-rotary.org/
●東京武蔵野中央 RC  http://www.tokyo-musashinocyuo-rc.jp/
●東京練馬中央 RC  http://www.geocities.jp/nerimachuo_rc/
　東京練馬西 RC ● http://www7.plala.or.jp/TOKYONERIMANISI/
●東京お茶の水 RC  http://tokyo-orc.jp/
●東京王子 RC  http://www.tokyooji-rc.jp/
　東京青梅 RC　
　東京臨海 RC  http://www.rinkai-rc.com/
　東京臨海東 RC　
●東京リバーサイド RC  http://www.riverside-rc.jp/
●東京西北 RC  http://seihoku-rotary.main.jp/
●東京新宿 RC  http://www.tokyoshinjuku-rc.org/
●東京新都心 RC  http://www.shintoshin-rc.jp/
●東京セントラルパーク RC  http://www.tokyocentralpark-rc.com/
　東京田無 RC  http://user.tohjin.co.jp/~rotary/
　東京田無けやき RC　
●東京豊島東 RC  http://www.toshimah-rc.jp/
●東京上野 RC  http://www.tokyo-ueno-rc.com/
●東京ワセダ RC  http://www.tokyowaseda-rc.jp/
●東京四谷 RC  http://www.yotsuya-rotary.jp/

 2　沖縄県　　9/11＝ 81.8％　7/11＝ 63.6％
　宜野湾 RC  http://www.ginowan-rc.org/
　石垣 RC  http://ishigaki-rotary.jimdo.com/
　コザ RC　
　名護 RC  http://www.nago-rotary.org/
●那覇 RC  http://naha-rc.org/
　那覇東 RC  http://www.nahaeast.org/
　那覇北 RC　13-14  http://www.nahanorth-rc.jp/
　那覇南 RC　11-12  http://www.cosmos.ne.jp/~nahas-rc/
　那覇西 RC  http://www.nahawest-rotary.org/
　宮古島 RC　
　浦添 RC  http://urasoerc.jimdo.com/
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1． 開会（吉田委員）
2． 資料確認（吉田委員）
3． 地区役員、メンバー紹介（吉田委員）
4． 委員長挨拶および次年度の活動方針について（山本委
員長）

5． 年間スケジュールについて（柏原委員）
6． 配布資料について（中川副委員長）
7． 質疑応答
8． カンセラー講評（多田カンセラー）
9． 閉会（吉田委員）

4. 委員長挨拶および次年度活動方針について　（山本𣳾

人次年度地区職業奉仕委員長）

※鈴木喬 GEの次年度方針のひとつ『職業奉仕の具現化～
お江戸日本橋と浅草』を踏まえ下記の活動目標を行います。

2015-16RID2580　職業奉仕委員会　活動方針

 （2015/03/25現在）
　ロータリーの職業奉仕は、世界恐慌へ向けて世界が大き
く変わる時代の前夜にあたる1905年頃のロータリーの発
生時から、中核の奉仕理念として内在していた。創立の構
成メンバーは専門職業人と企業職業人であり、ポール・ハ
リス自身、『日々の激務の中、孤独から逃れ、語り合える友
人を得たい気持ちから活動を開始した』と伝えられている。
　その後、第２次世界大戦を経て、新しい世界秩序が再構
成された今日まで、ロータリー運動は世界的な規模に拡大
しつつ、現在に至っている。
　ロータリーの設立当初は、弱肉強食ともいえる自分の利
得のみを追求する利益至上主義の社会状況であった。その
アンチテーゼとも言えるロータリー運動は、アーサー・F・シェ
ルドンの参加により、奉仕の理念という概念を提唱し、より
理論的に進化する事となる。とくに有名な言葉が、1911年
の『He profits most who serves the best』（最も奉仕するもの

が最も報われる）である。極論を言えば、利益至上主義から、
顧客満足度の向上こそ、利益を継続的に得ると考えられる。
　日本においては、その概念が米国より200年早く、江戸
時代から、『売手よし』『買手よし』『世間よし』の“三方よし”、
“正札販売 ”、“現金掛け値なし”の理念に支えられて、日
本独自の商業理念を確立してきた。
　本年度は、欧米的な職業奉仕理念と日本の商業理念を
比較検討し、今日的な職業奉仕を共に考えて行きたい。
　具体的には、下記の内容で 3～4回のセミナーを開催す
る。
・近江、伊勢の商業理念を探り、その代表格である在京の
永続企業（老舗）方 を々お招きし、講演して頂く。
・近代日本資本主義の父親とも称され、『私利を追わず公
益を図る事』を生涯貫いた渋沢栄一にスポットをあてる。
・セミナーの集大成として、『これからの三方よし』という題
材で、マーケティングの専門家をお呼びする。
・なお、職業奉仕を題材したバズ・セッション開催の可能
性を検討する。
　これらのセミナーを通じて、日本独特の商業や経営の理
念の情報共有を図ると共に、これからの時代における職業
奉仕のあり方を学ぶ１年としたい。
　なお、地区大会においては、職業奉仕のセッションを開
催する予定です。 以上

5.年間スケジュールについて

 柏原孫左衛門次年度地区職業奉仕委員（2015/04/08現在）

・2015-16RID2580 地区職業奉仕セミナー予定表

　2015年
　　06月上旬  セミナー案内　発送
　　07月中旬～下旬 セミナー開催
　　10月上旬  セミナー案内　発送
　　11月  セミナー開催

職業奉仕部門

部門別協議会❹

次年度地区職業奉仕委員長
山本　泰人

司会　吉田　麻臣（東京小平RC）
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　2016年
　　01月　※職業奉仕月間（10月より１月に変更されました）

　　02月 25日（木） 地区大会　職業奉仕セッション開催
　　04月～6月 セミナー開催

6.配布資料について 中川雅雄次年度職業奉仕副委員長
　職業奉仕配布資料について
・CD-ROMの内容
　青色のCD-ROM

　　1）2011-12　RI職業奉仕推進委員会年次報告書
　　2）2008-09　RID2580　職業奉仕セミナー講演集
　緑色のCD-ROM

　　1）2012-13　RID2580　職業奉仕委員会年次報告書
　　2）『永遠の課題・職業倫理』
・2012-13　RID2580職業奉仕委員会年次報告書ついて
（製本版）
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7.質疑応答

Q  配布資料はクラブ資料にすればよいか？　自分の資料に
すればよいか？

A クラブには製作時、配布しているので、クラブ職業奉仕
委員長の資料にしてください。

Q 沖縄では、商人・町人文化は発達せず、琉球王朝文化
である。老舗の町人文化をどう考えればよいか？

A 町人文化はフロー文化であり、王朝の様なストック文化
でないと理解している。その相違を考えながら、職業奉
仕の理念を考えたい。

Q 職場見学会を地区委員会で開催して欲しい。
A 前向きに検討する。なお、次年度の後半、４～５月にバズ・
セッションの開催を考えている。

Q バス・セッションは、どういう内容を予定しているのか？
A それぞれが職業奉仕について考える内容としたい。テー
マはこれから検討したい。

8.カンセラー講評　（多田宏次年度地区職業奉仕カンセ
ラー）
⑴ 職業奉仕の情報共有がない、地区委員会はあくまでもク
ラブ職業奉仕のサポート機関であり、主役はクラブである。
地区セミナー開催後、クラブ内での職業奉仕に関する議
論をして欲しい。
⑵自分の会社を潰さない事が重要な職業奉仕。適正な利
潤は事業継続のエネルギーである。会社を潰すと多くの
人に迷惑をかけてしまう。利潤があってこそ事業が継続さ
れる。
⑶ RIの現状は、職業奉仕を重要視していない。日本で職
業奉仕の活動が活発なのは、バンコクの国際大会のブー
スや分科会を支援した事が証明している我が 2580地区
である。職業奉仕を重視しているのは 2580地区の一つ
の伝統。
⑷この機会に自分自身の会社の経営理念の確立をし、ブラッ
シュアップして欲しい。
⑸是非とも、後半ではバズ・セッションを開催して欲しい。
私がガバナー年度に開催した地区大会でのバズ・セッショ
ンはRI会長代理も非常に感銘していた。

9. 閉会
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社会奉仕部門議事進行次第

1. 地区役員の紹介
2. 社会奉仕委員長による説明
3. ロータリー希望の風奨学金支援特別委員会委員長による
説明

4. 質疑応答
5. カウンセラー講評
司会進行：本多良美（東京新都心 RC）

1. 地区役員・委員（古宮誠一 PDG、小澤秀瑛カウンセラー、
担当地区副幹事佐久間洋行氏、地区社会奉仕委員会委
員、地区ロータリー希望の風奨学金支援特別委員会委
員）の紹介。

2. 坂下社会奉仕委員長から配布資料及びパワーポイントを
使って以下の説明がなされた。
　まず、「ロータリーの樹」を使って全体像を把握したのち、
ロータリーにおける社会奉仕の意義についての再確認を
行う。
　第 1配布資料の「手続要覧に掲載された『社会奉仕に関
する声明』（決議 92-286）を PPの 8ページを使って説明。

　この意義再確認に基づいて、各クラブには以下の 4点が
勧奨されている旨を説明し、クラブの自主的・活発な社会
奉仕活動をすることを要請した。
・地域社会における奉仕の機会を定期的に調査し、各クラ
ブ会員に地域のニーズを検討させる

・地域のニーズを汲み、地域内のクラブの立場や力量を考
慮してプロジェクトを始めること
・国際レベルのロータリープログラムと活動を通じて社会奉
仕プロジェクトを強化する機会を確認
・プロジェクトの実行に当たっては、地域社会にも参加を求
める

　配布第 2資料の国際ロータリー作成の PP「社会奉仕」に
記載されている地区の構成 (District Structure) に基づいて
地区委員会の役割を再確認した。即ち、「地区社会奉仕委
員長は、地区内のクラブによる社会奉仕プロジェクトの調整
と推進を図るとともに、以下を実行します。  

・クラブと協力する (work with clubs)

・地区全体の参加 (district-wide participation)を呼びかけ
る
・地区内のロータリアンと情報やアイデアを共有する

　地区内の情報・アイデアの共有を目的として、過去の地
区社会奉仕委員会が何回か実施してきたが、次年度も各ク
ラブが行っている社会奉仕プロジェクトのアンケートを実施
し、その集計を行うので協力を要請。また、その集計結果
を使ってのクラブ奉仕委員長会議を在京と沖縄分区に分け
て実施予定。

　次に 2014～15年度社会奉仕委員会が行った活動を紹
介した。
　具体的には、
・東日本大震災を風化させないことを目的として、
・被災地支援に関するアンケートを地区内各クラブに依頼
・RID2520地区を訪問（宮城県、岩手県南部（釜石まで））
して交流　（希望の風奨学金を紹介）
を行った。

社会奉仕部門

部門別協議会❺

次年度地区社会奉仕委員長
坂下　博康
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　そのうち、特に被災地支援アンケートの結果を紹介。
・子供、青少年が支援対象
・継続が重要、「息の長い支援」
・ロータリー希望の風奨学金は素晴らしい
・常日頃の備えが重要

　次年度においては被災地アンケートと被災地訪問を踏ま
えた地区委員会の取り組みを検討中であることを紹介した。

　最後に、地区ロータリー財団委員会作成資料を配布して、
一つでも多くの社会奉仕活動をして頂くために、ということ
で地区補助金の活用を呼び掛けた。

3. 松坂順一ロータリー希望の風奨学金支援特別委員長が
パワーポイントを使って過去の経緯を説明。
　　まず、東日本大震災発生時に全国から集まった 10億
円を越える義援金の使途についてのガバナー会での議論
を紹介。
　　過去の関東大震災、阪神淡路大震災、中越大震災な
どへの対応を踏まえて、教育的支援プログラムとして発足
したが、全地区の賛同を得ることができずに、賛同地区
だけが結集してスタートした。
　　日台ロータリー親善会議からの 1億円を越える力強い
支援などの説明をした後、これまでの支援金実績と今後
の支援継続のために必要な金額を提示、継続的な各クラ
ブからの支援を要請。
　　ロータリー希望の風奨学金の制度内容についても説明
した。
　　また、震災遺児が置かれている進学環境の厳しさも説
明。「みちのく未来基金」など他の支援企業・団体につい
ても説明。希望の風奨学金が果たす役割の重要性の理
解を求めた。

　　松坂委員長から最後に「各クラブに戻ったら再度理解を
深めるようにお願いする」との要請があった。

4． 主なコメント・質疑応答
①古宮 PDG「昨年 10月の RID2520東北視察・交流
に参加したが、大きな成果があったと考えている」
②質問ではないが、当クラブの支援方法を紹介したい。
当クラブは場所がある会員に自動販売機の設置をお願
いし、その収益を集めて東北支援に使っている。クラ
ブ全体で被災地を支援している。
③希望の風奨学金を受給している学生の声を直に聞きた

い。
《回答》多くの感謝の手紙を受け取っているが、皆さんに直
接会っていただくのは時期尚早と判断している。

5. 小澤秀瑛カウンセラー講評
　　ロータリー希望の風奨学金制度は、最もロータリーら
しい奉仕であると考えているし、今日の説明でもそのこと
が良く分かった。
　　「知識、見識、胆識」という言葉がある。「知識」は体験
或いは直観を通じて判断力に富んだ「見識」となり、それ
を困難を乗り越え自分の所信を実践に移す「胆識」まで高
めることが必要であり、全てのロータリアンはその胆識を
持たなければならない。

 以上
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　国際奉仕部門については、次の議事進行次第に則って行
われた。（14：45～16：15）
14：45 開会
　カウンセラー挨拶　戸田　一誠　PG　10分
　挨拶　友野　英三　国際奉仕委員会委員長　15分
　日韓友好特別委員会説明
 今井　忠　日韓友好特別委員会委員長　20分
　バギオ基金支援特別委員会説明
 斉藤　実　バギオ基金支援特別委員会委員長　20分
　米山奨学委員会説明
 関塚　聰明　米山奨学委員会副委員長　10分
　日台友好特別委員会説明
　　　　小川　明治　日台友好特別委員会委員長　10分
　　　　長與　博典　日台友好特別委員会副委員長　　
　質疑応答　5分
16：15　終了　本会議場へ移動
◆戸田　一誠 PG（カウンセラー）挨拶

　「境地を求めて例会に入り、境地に至りて例会を去る」と
いう。例会で元気を充電して帰る。つまり、孤独で疲れ切っ
た体を、「こんなんではいかん」と一念復帰して帰る、こうい
う1回 1回の真剣な場が例会である。
　どんな活動をするのにも、その底に流れるべき精神が大
事である。ポリオプラスプロジェクトについても、実はプロジェ
クトの完了が目的なのではない。
　全ては、ロータリーの最終目的である、「世界で良いこと
をしようという人を育て、そういった人々の資質を向上させ
て人間を育てる」ところに帰着すべきものである。
◆友野　英三　国際奉仕委員会委員長挨拶
〈配布資料〉
・アンケートのお願い
・2015～2016年度国際ロータリー第 2580地区国際奉仕関
係会議等スケジュール

A．全体方針について

　本委員会では、次年度のガバナー（エレクト）方針を踏ま
えて動く。
　すなわち、まず各特別委員会については、ガバナー（エレ
クト）の設けた特別委員会の所管する活動については、設置
の趣旨に則り、これら各委員会主導において有効に機能す
るように、当委員会として必要なサポート・協力態勢をもっ
てやってゆきたいと考えている。
　次に、各クラブとしての国際奉仕活動については、「ロータ
リーの原点に帰る」「各クラブの自主性を重んじる」というガバ
ナー（エレクト）方針に沿い、各クラブが独自で自主的に自ク
ラブとしての国際奉仕活動を樹立し活動しやすいような環境
を整える所存である。具体的には、各クラブが自クラブにあっ
た国際奉仕活動に向き合うことを促進すべくクラブ毎の国際
奉仕活動につき可能な限り情報収集し、これを秋口に行わ
れる国際奉仕セミナーにおいて共有するようにしたい。自主
性をサポートする、ということを主眼にするということは地道
な活動に徹し派手・華美な活動を希求するものではない。
B．国際ロータリー・ソウル大会について

　次に、オンツーソウルとして、ソウル世界大会（2016.5.28

～2016.6.1＠韓国ソウル）のDVDを鑑賞していただく（鑑
賞）。なお、この映像については、国際ロータリー日本事務
局より、国際ロータリー・ソウル大会プロモーション映像が
アップされた旨お知らせが届いたので報告する。以下 URL

よりご活用いただければ幸いである。
　英語 – https://vimeo.com/110303451

　日本語 – https://vimeo.com/114820435

　この世界大会への参加については、ロータリー本来の趣
旨及びガバナー方針に則り、各クラブの自主性を大事にして、
各クラブが主体的に参加について判断、交渉等を進行でき
るような環境づくりをしたい。具体的には、必要ななるべく
多くの情報をタイミング良く各クラブに提供するようにしたい
と考えている。

国際奉仕部門

部門別協議会❻

次年度地区国際奉仕委員長
友野　英三
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C．国際奉仕セミナー及びアンケートについて

　本年 9月上旬に国際奉仕セミナーを開催し、この折には、
各クラブよりの情報を持ち寄りこれをもとに国際奉仕につい
てのディスカッションを行い、国際奉仕についての情報共有
や自クラブとしての取り組みの再認識を促したい。地区委員
会としては、あくまで、各クラブが自主的に国際奉仕活動に
取り組めるような下地作り、サポート、裏方に徹していきたい。
　次に、アンケートについて。まず、これまでのアンケートか
ら地区委員会として得られている情報を提供させていただく。
これを全クラブでの共有情報とする。このアンケートはこれ
までの年度でのアンケート結果を纏めたデータであるが、今
一度、これに変更があったところやこれまでの結果に反映さ
れていない情報などを集積し、さらに今般のソウル大会への
参加予定等のデータを集めることを企図して、今年度として
アンケートを取りたい（別紙）。これは国際奉仕活動として地
区内の他クラブがどういうことをやっているかを全クラブで共
有することで、自クラブの国際奉仕活動の在り方を考え、模
索していただく契機としたいとの趣旨である。この趣旨をご
理解いただき、是非アンケートにご協力をお願いいたしたい。
このようにすることで、今年度の「各クラブの自主性を基本と
する」とのガバナー（エレクト）方針にも合致することになると
考える。
◆今井　忠　日韓友好特別委員会委員長説
＜配布資料＞
1. 2016年国際ロータリー（ソウル大会）年次大会
2. 国際ロータリー第 2580地区 2015-2016年度地区「日韓友
好特別委員会」

　まず、日韓友好特別委員会のメンバーを紹介する。次に、
資料に基づき説明する。本特別委員会としての活動は、大
きく分けて、① 9月 5日の第 13回日韓親善会議への参加
推奨、②ソウル世界大会でのトウキョウナイトの夕食会の企
画・運営、参加申し込み等の対応、である。
A．トウキョウナイトについて

　トウキョウナイトの内容等については、現段階で未定であ
るが、日程・場所だけは決まっている。すなわち、2016年
5月 30日、ソウルグランドハイアットで行われることになって
いるので前向きに参加を検討されたい。世界大会自体はソ
ウルから約 1時間くらい離れた場所で会議等が行われるの
で留意されたい。
B．第１３回日韓親善会議について
　2015年 9月 5日に新高輪グランドプリンスホテルで行わ
れる第 13回日韓親善会議については、第 2750地区がホ
ストであるが、東京で開催されることもあり、当地区でも興

味のある方は参加をお願いしたい。
　最後に、基本スタンスとして、各クラブの自主性を超えな
いように活動してゆきたい。
　国対国の日韓関係は良好とは言い難いところが現在はあ
るが、ロータリーは世界的なネットワークで繋がっているも
のである。全国で日韓の姉妹クラブ関係を結んでいるのは
大体 20クラブくらいあるが、今後より良い関係を少なくとも
ロータリーでは樹立できるように、各クラブをヘルプしていき
たい。
C．田川委員からの話について

　ここで、日韓友好特別委員会のメンバーでもある田川委員
からの話をお聴きいただきたい。
（田川日韓友好特別委員会委員の話）
　10年前に東京ワセダロータリークラブに入会した。20年
前に来日し、13年前に日本人になった。日韓両国は現在、
政府レベルで歴史問題で対立している。この点について、
自分としては早い解決を願っているが、民間レベルでは政府
レベルと同じというわけではないと思う。民間レベルの両国
の親交を深めるためにも、皆様には、是非ソウル国際大会
に出席していただきたく思う。
◆斉藤　実　バギオ基金支援特別委員会委員長説明
＜配布資料＞
1. 「バギオ基金」のご案内 2014

A．バギオ基金卓話について

　バギオ基金支援特別委員会からのお願いとして、各クラブ
で是非卓話の機会を与えていただきたい。ここでDVDを
鑑賞いただく（バギオDVD鑑賞）。
B．バギオについて（来し方、現状、奨学生ＯＢ等の活躍、
まとめ）

　バギオはフィリピンの 7000ある島のうちの一つであるルソ
ン島にある首都マニラから250 kmにある険しい道路に囲ま
れた山岳地帯にあり、人口 30万人、学生 5万人の町であ
る。日本からは、明治以降、5万人近くがバギオに移住し
た。第二次大戦の激戦地であったところであり、日米両国
で 110万人が出兵（うち日本兵 60万人）し、10万人が帰
国した。
　シスターテレジア海野は 60歳、還暦すぎてからバギオ支
援活動をスタートさせたが、最初は、バギオの悲惨な歴史
に鑑みて、自分に何かできることはないかと省察した結果、
子供たちの教育がよろしかろう、という考えに至り、ここにロー
タリーの後援を得てバギオ支援基金が始まったものである。
現状、奨学生数は 3300名あまり。奨学生OB/OGは各
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方面にて活躍し、地区大会等でも発表の機会を持ったりし
ている。
　バギオ支援基金による奨学金を得た奨学生たちの現在の
様子を紹介する（写真を参照して紹介）。最後に、長きに亘っ
てやっている事業であり、たとえば徳島のクラブからは 60

周年記念の講演としても登壇している。第 3の人道的奉仕
として、育英事業、教育を基本とした「身の丈にあった奉仕」
として堅実に発展させてゆきたいと考えている。
◆関塚　聰明　米山奨学委員会副委員長説明
＜配布資料＞
5. RotaryYoneyama＜ロータリー米山記念奨学事業＞豆辞典

2014-15年度版

　よねやま豆辞典を配布させていただく。これを抜粋して説
明するが、後で詳細はご自身で抄読いただきたい（豆辞典の
抜粋説明）。
A．米山奨学事業について

　1952年に東京ロータリークラブにてスタートして以来、
長きにわたって歴史を刻んでいる。「二度と戦争は起こさな
い」との趣旨に沿って始まって事業はスタートして 5年で日本
全国ロータリーの共同事業となった。
B．米山奨学事業の現状等について

　当地区への奨学生の割り当ては、寄付金減少等によっ
て、現在減ってきている。前回の奨学生割り当て数は全国
で 750名、うち当地区割り当ては 32名である。当地区に
おいて 12月に行われた選考試験では当地区 87名の応募
があった。合格者には 4月 19日にカウンセラーオリエンテー
ションに出席してもらうほか、初例会に参加する際には地区
米山奨学委員会委員が一人ひとり帯同する予定である。
　当地区としては、ロータリアン 1名 2万円をお願いしてい
るが、是非趣旨をご理解の上、ご協力を賜りたい。因みに、
2013-14年度は一人 18,700円であった。
◆小川　明治　日台友好特別委員会委員長、長與　博典　
日台友好特別委員会副委員長説明

＜配布資料＞
6. 第５回日台ロータリー親善会議について
7. 「第 2580地区と台湾ロータリークラブとの交流」

（資料に基づいての説明）クラブ同士の友好関係については
資料を参照されたい。全台湾、全日本での友好親善・親
睦を図ることを主眼としている。①第 3480地区との姉妹（地
区）関係をさらに活発化させ、これを基点として台湾との友
好関係を深めてゆく、②第 5回日台ロータリー親善会議へ
の参加を呼び掛けてゆく、というのが主な活動内容となる。

A．第５回日台ロータリー親善会議について
　日台ロータリー親善会議については、次年度は当地区ガ
バナー（エレクト）が議長を務めるものである。これは２年ご
とに両国で交互に開催することになっているものであるが、
当地区では浅川年度に日本にて開催されたのが 1回目であ
る。現在 4回開催されている。5回目である今年度につい
ては、2016年 6月 5日に石川県の金沢にて行われるが、
キャパシティは約 700名である。
B．第 3480地区との友好関係の一層の進展について

　これは、それぞれの地区大会に参加することをまず実現し
たい。さらに、第 3480地区を中心とした台湾各地区のロー
タリークラブとの友好関係を当地区の各クラブが深めること
ができるよう支援をしてゆきたい。
◆質疑応答：特になし
◆最後に友野　英三　国際奉仕委員会委員長から、アン
ケートの提出の再度のお願いがあった後、部門別会議が終
了となり、本会議場へ移動となった。
 以上
〈配布資料〉

1 姉妹クラブ・友好クラブ交流状況

2 2016年国際ロータリー（ソウル大会）年次大会
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3 国際ロータリー第 2580地区 2015-2016

年度地区「日韓友好特別委員会」

4 「バギオ基金」のご案内 2014 5 RotaryYoneyama＜ロータリー米山記念奨学

事業＞豆辞典 2014-15年度版

6 第５回日台ロータリー親善会議について 7 「第 2580地区と台湾ロータリークラブとの

交流」
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　青少年奉仕委員会は 4つの委員会を包括する委員会で、
各委員長から熱心な方針表明等が行われました。会の式次
第に基づいて、部門別協議会を再現いたします。　

水野カウンセラーよりご挨拶

　ラビンドラン次年度国際ロータリー会長はメッセージにて、
「誰でも与えることのできる何かを持っているはず」としてい
ます。青少年奉仕は青少年に頭からああしろ、こうしろとい
うものではありません。フィンランドの教育では、先生が解
決方法を教えたりはしません。子ども自身に考えさせて解決
させます。日本の教育は子どもが素直に学ぶことをよしとしま
す。しかしこれでは、習っていないことはできない人になって
しまいがちです。子どもが健全に育っていくということは、自
主性が大切です。大人はチャンスを与えて、どう解決するか
を見守る存在であるべきです。
　何千年も前のエジプトのピラミッドの落書きには「いまの若
い者はなっていない」と彫られています。こういうことを言うの
は今も昔も変わらないようです。とはいえ、社会を変えるの
は若者です。若者に自主性、考える力、解決する力を身に
着けてもらうように奉仕を行うべきです。
　当地区の青少年奉仕委員会はインターアクト、ローターア
クト、青少年交換、職場体験・インターンシップの４つを包
括します。ここで注意いただきたいのが青少年奉仕に関する
危機管理です。国際ロータリーはここをしっかりして欲しい
と要請しています。
　青少年交換の受入学生が集まって、にぎやかにやってい
ることもあるようです。しかし、ロータリアンとの交流にこそ
意味があります。
　大いなる夢、大いなる希望を青少年にギフトして欲しいで
す。

地区青少年奉仕委員会の基本方針（委員長松下）
　青少年奉仕活動については、私にとって所属クラブがイン
ターアクト、ローターアクトを提唱していないことから、よく
わからない、関係の少ない存在でした。しかし、地区青少
年委員となる機会を得て、いろいろな活動を知ることができ
ました。
　当委員会は 2010年の国際ロータリー規程審議会で「新
世代奉仕」が第 5奉仕部門となり、2013年の国際ロータ
リー規程審議会にて「青少年奉仕」と名称変更された新しい
部門です。しかし、青少年交換は 80年以上前から、インター
アクト、ローターアクトは 40年以上前から活動を継続してい
る歴史のある委員会です。
　当地区の青少年奉仕委員会では、インターアクト、ローター
アクト、青少年交換の小委員会に加え、次年度からは職場
体験・インターンシップ委員会も包括することになりました。
また、RYLA（ロータリー青少年リーダー育成プログラム）に
ついても、鈴木喬ガバナーエレクトから調査研究の依頼が
有りましたのでこれも進めていきます。とはいえ、すでに各ク
ラブの青少年奉仕活動にはRYLA的な要素があると考えて
います。
　青少年奉仕活動は青少年に成長の機会を提供するだけ
でなく、ロータリーの公共的イメージの向上にもつながり、
ひいては会員増強に結びつくものと考えています。
　ここから地区青少年委員会の行事のご案内をいたします。
本年度の行事ですが、5月 17日の午後、銀座にて、地区
青少年奉仕包括成果発表会を開催します。次年度ご担当の
みなさまもぜひご出席ください。インターアクター、ローター
アクター、青少年交換の派遣予定学生・受入学生・ローテッ
クスと一緒に直接対話をする良い機会です。
　9月 8日の午後、やはり銀座にて、在京・地区青少年奉
仕委員会全体会議を開催します。
　12月 9日、沖縄分区の合同例会・インターシティミーティ

青少年奉仕部門

部門別協議会❼

次年度地区青少年奉仕委員長
松下　和正
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ングに合わせて、沖縄分区・地区青少年奉仕委員会全体
会議を開催します。
　また、隔月で「青少年奉仕情報」を発行しています。各ク
ラブの事務局に PDFデータにて送信しています。地区内の
最新の情報を掲載していますので、各クラブにてご活用をい
ただきたいです。
　11月には、「青少年法奉仕アンケート」を実施します。ご
協力をよろしくお願いします。各クラブにて何かしらの青少年
奉仕活動をされています。クラブ内でのお話し合いのヒント
にしていただきたいと考えています。

地区インターアクト委員会の基本方針（畠山委員長）
　インターアクトは 40年以上前から提唱されていますが、
インターアクトとは？　と感じるロータリアンは多いのではな
いでしょうか。インターアクトはすべてのクラブがやっている
わけではありません。提唱クラブのみです。未提唱のクラブ
だとインターアクトはどんな活動をしているのだろうかと思わ
れていることでしょう。インターアクトはインターナショナルア
クションの略です。国際的な活動の意味です。かつてトーマ
ス国際ロータリー会長がインターアクト委員会の設立を提唱
し、1962年、理事会にてインターアクト・プログラムが承
認されました。世界初のインターアクトクラブはメルボルンイ
ンターアクトクラブです。日本初のインターアクトクラブは仙
台育英インターアクトクラブです。当初は 14～18歳でした
が、現在は 12～18歳となっています。ロータリークラブは
スポンサーとして、支援を行います。インターアクトの目標は
建設的指導力を養成し、自己完成をはかるなどとなっていま
す。
　第 2580地区は在京 6校、沖縄分区 6校となっています。
沖縄はインターアクト活動が盛んです。学校ごとに特色ある
活動を行っています。また、在京と沖縄分区は 1年に 1回
合同活動をしています。各クラブのインターアクト委員として
の責任はインターアクトクラブの例会へ積極的に参加するこ
と、インターアクトクラブの例会にて卓話をすること、そして、
顧問教師との連絡をすることです。
　地区としての行事は地区インターアクト委員会（年 5回ほ
ど。顧問教師との合同開催もあります）や年次大会です。次
年度の年次大会は８月２日、沖縄にて開催します。主体はイ
ンターアクターとなります。多くのロータリアンにご参加いた
だきたいです。ホストクラブは興南高校インターアクトクラブ、
そのスポンサーは那覇東ロータリークラブです。現在、準備
が進んでいます。まもなくご案内を発送させていただきます。

また、インターアクトの地区合同活動としては、リーダーズ・
キャンプ（インターアクトが研修課題を決めて合宿を行いま
す）、東京中華学校春節祭、地区活動表彰式、地区青少
年奉仕包括成果発表会となります。
　インターアクトの未提唱クラブにてご興味ある場合は、地
区インターアクト委員会にお声をかけていただければと存じ
ます。卓話などクラブまで出向きます。当地区のインターアク
トは１２クラブですが、青少年奉仕として重要な活動を行っ
ています。本日のお話しをぜひインプットいただきたいです。

地区ローターアクト委員会の基本方針（平井委員長、舩造
2014-15地区ローターアクト副代表）
平井委員長

　ローターアクトはインターアクトの卒業生の受け皿としてで
きました。ロータリー＋アクションの略です。日本には 1968

年に初めての提唱が行われました。当地区では 1969年に
東京東ローターアクトクラブの提唱が初めてになります。
舩造さん

　ローターアクトの活動についてビジュアルにご報告をさせ
ていただきます。
　東久留米の体育館にて新人研修会を開催しました。ス
ポーツを介して交流をはかりました。いろいろな地区のロー
ターアクターを巻き込むこともできました。
　東京清瀬ロータリークラブ（本年 3月末解散）による芋煮
会をお手伝いしました。インターアクター、ローターアクター、
青少年交換の受入学生らと一緒に料理を作りました。
　東京東江戸川ロータリークラブによるふうせんバレーボー
ルをお手伝いしました。ふうせんバレーボールはユニバーサ
ルスポーツです。風船の中に鈴が入っているので聴覚障害
者も参加できます。入念な打ち合わせを行いました。
　また、福島から岡山までローターアクターの交流も活発に
行うことができました。SNSを活用して交流を行っています。
SNSで投げかけると全国から遊びにきてくれます。これによ
り全国のローターアクターの団結力が強くなっています。
　東京東江戸川ロータリークラブによるポリオ撲滅イベント
もお手伝いしました。ローターアクターにてインドのポリオ撲
滅に行ったメンバーからの発表もありました。また、屋外に
て募金活動も行いました。
　3月 28日年次大会を開催しました。230名にご参加いた
だきました。地区内の各ローターアクトクラブから活動報告
がありました。また、ローターアクト卒業生への感謝状授与
式もありました。ローターアクターとロータリアンの交流イベ
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ントでは、花の折り紙を行い、一つの作品（ローターアクトの
「R」の文字）を完成させました。
　ローターアクトでは、Facebook、Twitterなどの SNSを
開設し、情報提供と交流をはかっています。ぜひ、ロータリ
アンのみなさまに SNSにてつながっていただきたいです。そ
して、ローターアクトの活動をのぞきに来てください。
平井委員長

　現在、ローターアクターは 145名となっています。6年前
は 70名ぐらいでした。倍増しています。しかし、ローターア
クターは 30歳で卒業してしまいますので、毎年、増強の必
要があります。ロータリアンのみなさまには周辺にいる 20代
のご推薦をお願いします。
　ローターアクトの活動は全国的になってきています。ロー
タリーと違い、地区の境がほとんどなくなっています。年次
大会も相互訪問は当たり前になっています。3月 28日の当
地区の年次大会も北海道から宮崎までのローターアクター
の参加がありました。また、国際的な合同活動も盛んです。
アジア・太平洋大会であるAPRRCは毎年開催されていま
す。昨年は香港での開催でした。日本からもたくさんもロー
ターアクターが参加しました。今年はインドネシアのジョグ
ジャカルタで開催されます。ロータリアンにもご参加いただ
きたいです。合わせて、インターロータという国際大会もあ
ります。２０２０年の東京オリンピックに合わせて、日本への
誘致の機運が盛り上がっています。ガバナーや他地区とも
相談を進めているとのことです。

地区職場体験・インターンシップ委員会の基本方針（氏家
委員長）
 中学生職場体験について東京都発行のリーフレットを使っ
て説明します。中学生への効果だけでなく、地域の事業所
への効果もあります。たとえば、地域の好感度向上などです。
当地区は東京都の中学生職場体験推進協議会に加入する
ことになりました。都庁にて懇談を行いました。都内の公立
中では実施率が 100％になっています。また、職業体験と
職場体験は違うというお話しもありました。職場体験により
大人社会への見方が変わるとのことです。教員が期待してい
る以上の効果を上げているとのことです。中学生からは修学
旅行よりも職場体験が印象に残ったという感想もあったとの
ことです。しかし、受入れ事業所はまだまだ不足しています。
職場体験の受入れだけでなく、中学校への講師派遣という
選択肢もあります。
　高校生インターンシップは職業体験です。職場体験とは

異なります。こちらはなんとか回ってきています。問題は中学
生職場体験です。職場や大人の真剣さがどういうものかを
中学生に見せること、これが目的です。都内の中学生はカリ
キュラム上、職場体験の義務があります。2年生が対象とな
ります。この人数だけで 8万人です。受け入れる事業所が
圧倒的に少ないのが現状です。地域の中学校から各クラブ
に対して受入れの要望がありますので、その際はよろしくお
願いします。
　中学生職場体験の反省点もあります。ロータリアンからは
「あいさつできない子をよこすな」というものです。中学生か
らは「掃除しかさせてもらえなかった」というものです。また、
教員からは「受入れ事業所からそんなに中学生職場体験に
かまっていられないとの発言もあった」というものです。
　もちろん、良かった点もあります。保育園に職場体験に行っ
た中学生はそこの職員から「簡単に赤ちゃんをだっこすること
なんかできないよ」と教えられて、気付きがあったそうです。
また、飲食店に職場体験に行った中学生は「厨房のリレー
ションのすごさを理解できた」というのもありました。
　現在の中学生はテレビの情報から大人を悪者に見ていま
す（事件を起こす大人ばかりが取り上げられているので）。そ
うではないということを知ってもらう機会でもあります。面倒
からも知れませんが、ロータリーの事業の一つとして理解し、
受入れをしていただきたいです。近々、地区委員会から各ク
ラブへ受入れ事業所の応募用紙を配布しますので、よろしく
お願いします。
　今年から各地域の中学校・教育委員会ではなく、東京都
が一括して担当することになりました。各クラブにて受入れ
を 1校はお願いしたいところです。そのために、本日お越し
の各クラブ青少年奉仕委員長のみなさまには、クラブ内にて
中学生職場体験の普及啓蒙をよろしくお願いします。中学
生職場体験の受入れはロータリアンの成長にもつながりま
す。

地区青少年交換委員会の基本方針（金子委員長）
　青少年交換留学生の受入れですが、原則、クラブの人
数に関係なく受け入れていただいています。本年度の受入れ
クラブと、受入れ学生を紹介します（この後、クラブ名と受
入れ学生名を読み上げました）。
　受入れ学生は日本の文化を学びに来ています。地区の
行事としては、フィールドトリップ、茶道体験、帰国前報告
会などがあります。また、派遣学生については選考試験の
あと、オリエンテーションを行います。青少年交換留学生
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のOB・OGはローテックスとしてサポーターになってもらっ
ています。ホストクラブの人数減少・高齢化とともに、地区
委員とローテックスは負担増になっています。ローテックスに
は地区から20万円が支出されていますが、各行事への参
加は自己負担です。アルバイトで稼いだお金をすべてつぎ込
むローテックスもいます。それにもかかわらず、サポーターし
ての責任は重いです。地区大会などにてローテックスはポロ
シャツの販売をしています。この収益をローテックスのサポー
ターとしての活動費に充てています。ご支援をよろしくお願い
します。

地区危機管理委員会より（平井委員）
　水野カウンセラーからもお話がありましたが、青少年奉仕
に関する危機管理は重要です。地区には危機管理委員会
があります。主な役割は青少年奉仕に関する危機管理です。
若者に接するときには注意も必要です。2005年、米国にて、
国際ロータリーは青少年交換留学生から訴えられて、多額
の賠償金を支払ったことがあります。このため、青少年奉仕
に関する危機管理についてナイーブになっており、マニュア
ルが作成されました。また青少年交換留学生の受入れにつ
いては宣誓が必要になっています。
　ロータリークラブにて受け入れている青少年へのセクハラ、
虐待、暴力などの通報があった場合、ただちに関係者から
引き離すことと決められている。これは事情のいかんに関わ
らずです。このときは、72時間以内に国際ロータリーに報
告することが義務付けられています。何かありましたら、ある
いは何かあるかもと感じましたら、速やかに地区委員会まで
ご相談ください。

牧野地区青少年奉仕委員会担当副幹事より

　青少年奉仕は、ロータリーの中核と考えています。また、
当地区では 2011-2012年度からですが、カタチになってき
ました。次年度は職場体験・インターンも包括対象となり
ます。若さのエネルギーがあるのは青少年奉仕部門だけで
す。青少年奉仕は現場に行くこと、若者の輪に入ることです。
たとえば、ローターアクトからは例会の案内を流しています。
ぜひ、参加してみてください。
　大人の目線というのは上からのものです。しかし、私は青
少年奉仕に関わることで若者から教わっています。インター
アクト年次大会にて当地区と岩手県宮古市の高校生たちの
議論に参加したことがあります。テーマは「被災地における
巨大防潮堤の建設について」でした。年をとると経験と知識

は蓄積されますが、それは壁にもなります。若者には壁があ
りません。ぐるっと360度を見ています。岩手県宮古市の
高校生による「（政府によるお仕着せではなく、）僕たちのまち
は僕たちが考え、つくる」という言葉はとても印象に残ってい
ます。大人は経験と知識はあるかもしれませんが、愛に欠け
ています。若者の持つ愛にふれてみませんか。また、青少
年奉仕にて若者とつきあっていると年を取っている暇がなく
なります。
　私の好きな言葉を贈ります。「一日楽しみたければ、花を
活けよ。一年楽しみたければ、花を植えよ。十年楽しみた
ければ、木を植えよ。そして、百年楽しみたければ、人を
育てよ」です。

閉会挨拶（松下）
　最後に一言。青少年奉仕に関わるとロータリアンは若返
ります！
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　ロータリー財団の使命は、ロータリー会員が人々の健康
状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済すること
を通じて、世界理解、親善、平和を達成できるようにする
ことです。ロータリー財団は、ロータリアンをはじめ、より良
い世界を築こうというビジョンを共有する支援者の方々から
の寄付や活動によって支えられています。
　ロータリー財団は、2017年に創立 100周年を迎えます。
創立以来、プログラムにほとんど変更を加えることがありま
せんでしたが、多種多様な関係者の意見を取り入れ、「世
界でよいことをしよう」を標語に、「未来の夢計画」が立案さ
れました。この計画ではロータリアンが多岐にわたるプロジェ
クトを実施することで、持続可能な成果を生むことができる
よう、一層効果的で効率のよい支援方法を目指しています。 

新補助金制度は、2013-14年度から全世界で導入され、
2015-16年度に 3年目を迎えます。
 「未来の夢計画」により、ロータリー財団のプログラムは、「ポ
リオプラス」「ロータリー平和フェローシップ」「補助金」の 3

種に整理されておりますので、2015-16年度当委員会は、
各プログラムを推進するため、7つに役割分担し、活動して
まいります。

◆ポリオプラス
　ポリオとは「脊髄性小児麻痺」のことで、ポリオウィルスに
よって人から人へ伝染し、脊髄神経が冒され四肢にまひを
起す感染症で、時として命さえも奪う恐ろしい病気です。治
療法はなく、ワクチン接種による免疫抗体をつくるのが予防
の最善策です。
　1988年に 35万件だったポリオ発症数も、2014年はわ
ずか 359件でした。これは発症数が 99％減少したことを意
味しています。かつて世界のポリオ患者の半数を出していた
インドは、2014年 1月 13日に 3年間の感染者ゼロを達成
し、世界保健機関（ＷＨＯ）はインドを含む東南アジア地域

に、ポリオ撲滅の宣言を出しました。しかし、撲滅活動はま
だ終わっていません。　　　　
　ポリオ撲滅最終戦略計画 2013-18では、必要とされる資
金 55億米ドルに対して、5.6億米ドルが不足しているとされ
ています。活動資金が不足することで、ポリオ感染の危険
が高い国で予防接種活動が縮小され、ポリオが再流行する
危険があります。2014年 5月には、世界保健機関（ＷＨＯ）
が「緊急事態宣言」を出しました。その内容は「ポリオ感染が
イラクなど 10か国に拡大し、いま歯止めを掛けなければポ
リオが再び世界中を襲い始めかねない」というものです。そし
て今回の緊急事態宣言の中には「政治問題がこの善行を妨
げていると考えられる」とも書かれています。
　2013-18年、ポリオ撲滅のためにロータリーがWHOと
ユニセフに寄せる寄付に対して、ビル・アンド・メリンダ・
ゲイツ財団が 2倍の額を上乗せします。例えば、皆様が 25

ドル寄付をなさると、ゲイツ財団が 50ドルを上乗せし、75

ドルがポリオ撲滅に使われるのです。
　子どもたちを生涯ポリオから守るために、寄付をする、募
金活動をする、ロータリアン以外へ支援を呼びかける広報
活動をするなど、各クラブで活動を計画してください。

◆ロータリー平和フェローシップ
　ロータリー平和フェローシップは、ロータリー財団が展開
しているプログラムのひとつで、奨学金制度のことです。平
和の担い手となる人材を育成することを目的とし、世界各地
で、紛争の予防とその解決のための平和の推進者となる人
材を育てるために、「ロータリー平和センター」で学ぶ学生を
奨学金で支援します。「明日のリーダー」のための修士号取
得プログラムが 6つの提携大学に設置された平和センター
で、「今日のリーダー」のための専門能力開発修了証プログ
ラムをチュラロンコーン大学の平和センターで提供されてい
ます。

ロータリー財団部門

部門別協議会❽

次年度地区ロータリー財団委員長
浅川　皓司
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　日本のロータリー平和センターは国際基督教大学内（東
京都三鷹市）に設置されており、同大学大学院修士課程
（アーツ・サイエンス研究科）における2年間のプログラム
です。1期生（2002-04年度）から13期生（2014-16年度）
までで、平和フェローは総勢 109名となりました。大学周
辺の東京、千葉、神奈川、埼玉にある6地区でホストエリ
ア連絡協議会を組織し、文化交流会や広島研修などのサ
ポートを行っています。
　プログラム遂行のための資金源は、全額が皆様からのご
寄付です。2002年スタートの新プログラムなので馴染みが
ない方も多いかもしれませんが、成功には皆様のご協力が
欠かせません。ふさわしい候補者を探す、プログラムを支え
るためのご寄付をいただくなど、ご支援をお願いいたします。

◆補助金
 「未来の夢計画」により、2013-14年度から新補助金制
度が導入され、2013年以前と以降では大きく仕組みが変
わりました。地区内のロータリアンの皆様からのご寄付が、
DDFやWFとなり、新補助金制度を支えています。
　2016-17年度ロータリー財団補助金の申請は、2015年
7月 1日～9月 30日の期間に受付いたします。世界各地で
ロータリアンが実施する活動を支えるための補助金です。配
布資料にございます支援基準や留意点などをご覧いただき、
是非申請をご検討ください。2015-16年度の補助金に関し
ては、既に地区推薦プロジェクトが決定しておりますが、卓
話や会員のお知り合いをきっかけに立案された素晴らしい活
動が複数ございますので、今後のプロジェクト立案の参考に
していただければ幸いです。

◆資金推進
　2015-16年度国際ロータリー第 2580地区寄付方針は、
年次基金への寄付会員一人あたり150ドル以上、恒久基
金が一人あたり30ドル以上、ポリオプラス基金が一人あた
り30ドル以上です。ご協力をお願い申し上げます。
　ロータリー財団への寄付目標額は、RIウェブサイトのMy 

Rotaryから「ロータリークラブ・セントラル」に登録してくださ
い。登録期限は 2015年 5月 1日となっております。なお、
ロータリー平和センターへの寄付など、ポリオプラス基金以
外の使途指定寄付については、各クラブにて支援金額を決
定していただきますようお願いいたします。
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　皆様ご存知のように、米山奨学事業は、1952年東京ク
ラブの古澤丈作会長が「アジア諸国からの留学生の支援」
を目的とした「米山基金」の試案の発表が始まりです。その
後 1954年タイ国からの留学生ソムチャード氏が第 1号の
奨学生となりました。1957年には、今まで東京クラブ単
独の事業から日本全国のロータリークラブの合同事業とな
り、1967年「財団法人ロータリー米山記念奨学会」が設立
され、現在の「公益財団法人ロータリー米山記念奨学会」
となっております。2014学年度までで、世界 123の国と地
域から18,104名の米山奨学生を送りだしております。また、
2015年は、全国で 720名、当地区では 32名（内 8名は
継続生）の奨学生 4月から迎えます。これは、すべて、ロー
タリアンの浄財により行える事業であります。米山記念奨学
事業発祥の地区であり、今後もロータリアンの皆様からのご
協力をいただき、この奨学事業を進めていきたいと思います。
　この奨学事業の成否は、いかに優秀な留学生に米山奨
学生になってもらうかということにかかっております。当地区
におきましては、毎年 12月初旬に、米山奨学生の選考を行っ
ております。昨年 12月の選考におきましては、新規採用奨
学生 24名に対しまして、84名の応募がありました。選考
に受かりました奨学生 24名は、3.5倍の倍率の中から選ば
れた優秀な学生です。しかし、面接終了後、面接を担当し
たロータリアン全員が、落とすには忍びない優秀な留学生
が沢山いた。もっと採用枠があれば、とおっしゃっておりま
した。
　私は、地区の米山奨学委員は、今年で 3年目ですが、
当初はこの事業の重要性に対し、認識が低かった事を正直
にお話しいたします。しかし、委員 1年目に当時の委員長
に誘われ、台湾の米山学友会の総会に参加させていただい
た時から、奨学事業への見方、考え方が全く変わりました。
台湾の学友は、日本で米山奨学金を受けたことに対する感
謝の気持ちを、帰国後何 10年たっても忘れずの持っていて

くれています。学友会の総会は日本語で行われ、さらに、「米
山奨学事業への恩返し」と、日本からの留学生 2名に、学
友会の予算で奨学金を支給してくれています。
　このことを目の当たりにし、私は、日本全国のロータリア
ンの浄財が、確実に日本と奨学生の母国との強い大きな懸
け橋になっていることを実感しました。
　これは、台湾に限ったことではありません。韓国・中国・
タイ・ネパール・モンゴルの 6か国に、米山学友会があり、
それぞれの学友会は、米山奨学金への感謝の気持ちを忘れ
ずに日本と母国の懸け橋として活動してくれております。
　この事業を今後も進めていくためには、沢山のロータリア
ンの皆様に、一人でも多くこの事業をご理解いただき、ファ
ンになっていただかなければなりません。そのために　3つ
の方針を考えております。
　第一は、カウンセラーだけでなくお世話クラブのすべての
メンバーと奨学生が仲良くなってもらうことです。よく皆様か
ら、奨学生が日本を離れた後、連絡が取れなくなるという
お話を聞きます。これは、カウンセラーになっていただいた
ロータリアンの方と奨学生が中々連絡を取られていない事
に起因するのではないかと考えます。カウンセラーと奨学生
は、お互い国は違いますが人間同士、馬が合う合わないと
いうこともあると思いますし、年齢的な差が原因で、会話が
進まないということも考えられます。カウンセラーの方以外で
も、馬が合い、話が合うロータリアンが世話クラブにいれば、
奨学期間が終わった後連絡が取れなくなるということはなく
なると思います。そのために、奨学生には例会開始 30分前
に例会場に来ることと共に、お世話クラブの皆様には、積
極的に奨学生と話をしてほしいと、お願いします。世話クラ
ブにこの方針をご説明させていただくため、奨学生が出席す
る第一回目の例会に、当委員会の委員がお邪魔し、この内
容をご説明させていただきたいと思っております。
　第二は、沖縄分区の奨学生による宮古ロータ

米山奨学部門

部門別協議会❾

次年度地区米山奨学委員長
志熊　昌宏
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リークラブの訪問です。昨年は石垣ロータリー
クラブに地区委員と沖縄分区の奨学生 3名が訪問しました。
宮古島同様、石垣島にも大学がありませんので、石垣ロー
タリークラブの皆様は、奨学生と親しく話をする機会が今ま
でありませんでしたが、例会の出席、島内観光、そして夜
の懇親会をしていただき、石垣ロータリークラブの皆様もよ
り一層米山奨学事業にご理解いただき、中には地区委員に
なりたいと言っていただいた方もいらっしゃいました。また、
八重山日報の一面に、奨学生の石垣ロータリークラブ訪問
の記事が載ったほど、大きな反響がありました。そのため、
地区内すべてのクラブの皆様に、米山奨学事業のご理解を
いただくため、宮古ロータリークラブに地区委員と沖縄分区
に奨学生 2名と訪問を行う予定です。
　第三は、在京の奨学生・カウンセラーを含む世話クラブ
の方々、地区委員との親睦ボーリング大会を行いたいと思い
ます。昨年は、奨学生同士の親睦を目的に、奨学生と地区
委員で行いましたが、今年は、奨学生とカウンセラー世話ク
ラブの皆様、奨学生同士、カウンセラー同士、それに地区
委員を含め、三者の親睦を深める目的で開催したいと思い
ます。カウンセラーと世話クラブの皆様に、世界各国からの
奨学生との親睦を図っていただきたいと思います。

　最後に、今年度も地区の皆様には、奨学事業へのご理
解と、寄付のお願いをさせていただきます。3年前から、米
山奨学事業への寄付を一人 2万円お願いさせていただいて
おります。今回、皆様にお配りさせていただいた思慮の中に、
鈴木喬ガバナーエレクトが PETSで配られた「2015-2016

年度　国際ロータリー第 2580地区　寄付方針」を入れさ
せていただきました。
　更なる寄付のお願いでございますが、次年度は「公益財
団法人　米山梅吉記念館」へのご寄付のお願いもさせてい
ただきたいと思います。皆様ご存知のように、静岡県長泉に
あります記念館ですが、運営につきましては、長泉ロータリー
クラブと2620地区（静岡・山梨）の第 2第 3分区を中心に
運営をされており全国のロータリークラブに協賛依頼をして
おります。鈴木ガバナーエレクトからも、次年度は米山梅吉
記念館への支援も、米山奨学委員会で推進するよう指示を
受けております。ロータリアン一人月額 100円の寄付、周
年記念寄付など、米山梅吉記念館へのご支援も、合わせま
して深くお願いいたします。
　今年度も引き続きよろしくお願いしたいと思っております。
地区研修協議会にご出席されていますクラブ米山委員長の

皆様におかれましてもご理解、ご協力をお願いいたします。
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　ロータリーの友委員会は、ロータリー章典に定められ
た「ロータリーの目的（綱領）」を推進することが大前
提のもと、時の RIの方針と世界のロータリアン、クラ
ブと国内、地区及びクラブの活動を紹介し、ロータリア
ンにその精神を涵養し、ロータリー活動の発展に努める
為の委員会だと定義されています。その地区代表委員と
して一助を担うことと認識しました。
　又、現・鈴木喬ガバナーの意向に沿って「その代理」
の任務を持ち、地区、クラブに啓蒙啓発任務が重ねてあ
るものとされております。
　ロータリアンの義務は出席、会費納入に続き「この友
を読む！」が、手続要覧に明示されているのを御承知か
と存じます。
　少しでも多くのロータリアンが親しみつつ「情報源」
あるいはロータリーの「機関誌」と言われているこの誌
を、もっと身近なものになるよう働きかけねばと思って
います。
　当面、私の主たるお願いは「クラブ例会」で、その「月
のこの誌の記事について感じた所見を「会長」「雑誌・
広報委員」の方、或は「会員」が話題にして報告してみ
て下さい。僅かな時間でも良いですから、「定例として
月の例会のどこかで時間を持って頂きたい」と願ってお
ります。
　他方、クラブの週報で、「これは」と思うことかあり
ましたら積極的に気軽にロータリーの友事務所に投稿な
いしはメールして下さい。
 「ロータリーの友」誌がロータリアンにとって、もっと、
もっと身近で親しみある読本であることを望んで居りま
す。ご意見下さい。
　私も地区のあらゆる機会を得て、卓話に廻りたいと考
えております。
　ロータリアンはロータリーの現況と実体を知り、理解

を深めて、各自それなりの持論を持つべきであり、それ
が未来に潤沢に受け継がれていくべきと考えます。

地区研修協議会報告書

次年度ロータリーの友地区代表委員
林　茂男
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　只今ご紹介頂きました、東京紀尾井町ＲＣクラブの次年
度会長の垣見裕司でございます。この度は、由緒ある第
2580地区 70クラブの中で、次年度地区研修協議会のホス
トクラブにご指名を頂き、誠に光栄に思うと伴に、身の引き
締まる思いです。
　次年度は 2016年 4月 7日木曜日。久しぶりに目白の椿
山荘に場所を移して開催の予定です。
　すでに上山ガバナーノミニーを始め、地区関係者各位の
ご指導を頂き、実行委員会を立ち上げました。
　ただ当クラブにとっては初めての経験なので、不手際もあ
るかとは存じますが、クラブ一丸となって、準備運営にあたり、
当日は SAAに徹する所存です。
　そして主役であるご参加の皆様にとって、有意義な実りあ
る地区研修協議会となるよう全力を尽くしてまいりますので、
皆様のご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
本日はありがとうございました。

次年度地区研修協議会
ホストクラブ挨拶

東京紀尾井町ＲＣ　2014-15 年会長エレクト
垣見裕司
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□地区大会の予定
日程：2016年 2月 24日（水）・2月 25日（木）
会場：ホテルニューオータニ
ホストクラブ：東京武蔵野中央ロータリークラブ
決定事項：友愛の広場…「地区大会の歴史展」
　　レディースプログラム…「ニューオータニのおもてなし」
　　ソングリーダー養成セミナー
　　パネルディスカッション「職業奉仕」
　　記念講演…「手嶋龍一氏」
未定事項：ＲＩ会長代理、アトラクション

□地区大会とは
　地区大会はガバナー主催の研修会であり、地区としての
決議の場であり、ガバナー・ガバナー補佐などの関係者を
慰労する場でもあり、地区ロータリアンの集いの場でありま
す。
　また、ＲＩ会長代理をお迎えして地区とＲＩとのつながりを
唯一確認できる場でもあります。
　そのため、人頭分担金まで頂いております。

□ホストクラブとしてのお願い
　3,000人からの会員が参加する地区大会の会場は、2つ
の大きな会議場（本会議場と懇親会場）を有するホテルに限
られます。今回、ホテルが変わって、その見積もりだけで
3,500万円であり、全体では 6,000万円に近い予算が必要
となります。
　会員の減少傾向にある2580地区の人頭分担金は 9,000

円で、これだけでは賄えません。現在、不足分は会員の登
録料で賄っていますが、参加はクラブの自主性に任され、
全員登録となっておりません。
　同じロータリアンの仲間がホストになってガバナーを支え
るのが地区大会、これを成功させるためには、十分な予算

が必要です。
　現在 60～70％の登録率を 100％に引き上げて頂きたい。
親睦と4つのテストに照らし合わせ、是非、全員登録をお
願いします。

□将来のホストクラブのために、実行委員長としての役割
　70年に 1度はすべてのクラブ（創立順）に地区大会のホス
トクラブの役が回ってきます。そのことを考えた時、会員の
減少傾向にある2580地区では、減少が止まり、人頭分担
金のみで地区大会が賄える時まで、しばらくの間、将来の
70クラブのためにも、すべてのクラブにおいて、地区大会へ
の全員登録を決議して頂きますようお願い申し上げます。

□予算が余った時
　極力、地区大会の予算を節約いたしますが、全員登録に
より、もし、予算が余ることになった場合、ホストクラブとし
ては、希望の風奨学金への寄付の増額や米山梅吉記念館
への寄付を考えております。

地区大会実行委員長の挨拶

東京武蔵野中央ロータリークラブ
髙野　清香
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地区研修協議会を終えて

地区研修協議会実行委員長
新里　時夫

　地区研修協議会ご参加の皆様、本日は長時間に亘る研
修、誠にお疲れさまでした。
　鈴木孝雄ガバナー、鈴木喬ガバナーエレクト、そして上
野操地区研修リーダーのご指導のもとに約 1年時間を掛け
て本会の準備を進めて参りました。この間、坂田修一地区
幹事と小林光夫地区副幹事には多 ご々相談させて頂きまし
た。
　そして何より実行委員会スタッフと東京本郷ロータリーク
ラブ会員の全員の熱心な協力参加を得まして、此処に無事
地区研修協議会を終える事が出来ました。
本年の研修協議会は実質中身の濃い研修とテーマを同じく

する委員同士のより強い結び付きの時間を持って頂きたいと
思い設営致しました。
　今回の地区研修協議会は実は当クラブの実行委員会の発
足から本日の本会議そして本会議第 2部の報告までハプニ
ングの連続でした。しかしそれにも拘らずご参加の皆様の温
かいご協力を得まして、最後の懇親会まで和気藹 と々親睦
の輪を広げて頂き、次年度への熱い思いと硬い結束の醸成
に少しはお役に立てたかと思います。
　鈴木喬ガバナーと次年度各リーダーの皆様のそれぞれの
ご活躍を祈念し、お礼のご挨拶と致します。
　ありがとうございました。
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■地区協議会部門別登録者数
部門 地区役員 クラブ役員 合計登録者数

会長 17 68 85

幹事部門 5 66 71

クラブ奉仕部門 12 63 75

職業奉仕部門 8 60 68

社会奉仕部門 13 64 77

国際奉仕部門 13 62 75

青少年奉仕部門 13 67 80

ロータリー財団部門 14 56 70

米山奨学部門 15 59 74

合計 110 565 675

■会計報告
収入の部

登録料 6,750,000

地区からの運営補助費 650,000

預金利息 10

合計 7,400,010

支出の部

会場費 6,009,325

プログラム 162,000

報告書 825,000

リボン・幕 109,984

送料 80,000

名札 129,600

雑費 3,780

余剰金 80,321

合計 7,400,010

Rotary2.indd   43 15/11/02   13:44



2014-2015 年度  国際ロータリー 第 2580 地区
地区研修協議会報告書

 発　行　　東京本郷ロータリークラブ
 発行人　　柴山　修一

 地区研修協議会実行委員会
 委　　員　　長　　新里　時夫
 副 委 員 長　　澤部　利藏
 副 委 員 長　　星野　大記

 報告書制作担当　　米倉　伸三

Rotary2.indd   44 15/11/02   13:44


	Rotary_1102
	rotary_1028
	rotary_1028
	rotary_1028
	Rotary_hyousi1028


	rotary1_1028

	Rotary2_1102

	再25



