
青少年とは

各ロータリアンの責務は､年齢30歳までの若い人

すべてを含む青少年の多様なニーズを認識しつつ､

よりよき未来を確実なものとするために青少年の生

活力を高めることによって､青少年に将来への準備

をさせることです｡すべてのクラブと地区は､青少年の

基本的ニーズを支援するプロジェクトに着手するよう

奨励されています｡基本的ニーズとは､健康､人間の

価値､教育､自己開発であります｡

新世代のための会議

ロータリー・クラブは､地域社会レベルで､青少年

が地域の指導者と関心事を話し合い､希望､夢､抱負

を表明し､自分と地元地域社会の問題の解決策を

探るための討論の場を提供すべきです｡

青少年奉仕プログラム

新世代のためのＲＩ常設プログラムには､インターア

クト､ローターアクト､ロータリー青少年指導者養成プ

ログラム､ロータリー青少年交換があります｡年齢30

歳までの多数の青少年が､将来リーダーとなるため

に必要なスキルを身につけようと､ロータリーのプログ

ラムに参加しています｡青少年プログラムの参加者

は､地域のプロジェクトや指導力開発の研修､文化交

流などに参加することによって､自分自身と世界につ

いて発見することができます｡そのほか､ロータリアン

を模範として､倫理､奉仕､親睦の理念についても学

べるプログラムです｡

・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)

ロータリー青少年指導者養成プログラム(RYLA)

は､ロータリーが実施する若者たちのための研修プロ

グラムです｡RYLAの対象となるのは年齢12～30歳

の青少年ですが､多くのクラブや地区では､12～18

歳､19～30歳など､年齢層を絞って実施しています｡

RYLAは､リーダーシップ､良き市民､人間としての成

長を強調しています｡

・インターアクト(Interact)

インターアクトは､12歳から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です｡インターア

クト・クラブは､支援や指導を与えるロータリー・クラブ

が提唱して結成されますが､運営面でも経済的にも

自立しています｡クラブ会員の構成はさまざまです｡

男子のみ､女子のみのクラブもあれば､男女混合から

なるクラブもあり､その規模も大小さまざまです｡会員

基盤は1つの学校の学生から集められる場合もあれ

ば､同じ地域社会内の2つ以上の学校から成る場合

もあります｡毎年､インターアクト・クラブは少なくとも2
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【 本日のプログラム 】 5月17日 卓話 「創立40周年式典・祝賀会準備について」 ４０周年実行委員会
【 次回予告 】 5月19日 移動例会 「創立４０周年式典・祝賀会」 小田急ホテルセンチュリー

【 第1899例会 】 平成30年5月10日（木） 【 司会SAA 】 阿萬 正巳 君
【 斉唱 】 「君が代」 「我等の生業」 【 ソングリーダー 】 梅田 秀雄 君
【 ゲスト 】 細川 康治 様（座間RC）、古谷田 紀夫 様（大和田園RC）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 6名(敬称略)

40名 31名 83.78% 97.14% 12名 橋本（吉）、石田、新村、苗加、小倉、玉川

会長の時間 小栁 智裕 会長
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つの社会奉仕プロジェクトを行い､そのうち1つは国際

理解と親善を推進するものとされています｡プロジェ

クトを通じて､インターアクター(インターアクト・クラブ

の会員) は地元社会や海外のクラブと友情のネット

ワークを築きます｡奉仕活動は､インターアクターの

活動の真髄です｡ロータリーの奉仕の中で最も顕著

かつ急速に発展しているプログラムの1つであり､120

余りの国や地域に14,000以上のクラブを擁するイン

ターアクトは､世界的な現象となりました｡現在､32万

人以上の若者がインターアクトとかかわりを持ってい

ます｡

・ローターアクト(Rotaract)

ローターアクトは､18歳から30歳までの青年男女

のための､ロータリーが提唱する奉仕クラブです｡ロー

ターアクト・クラブは通常､地域社会または大学を基

盤としており､地元のロータリー・クラブが提唱してい

ます｡ローターアクト・クラブは､提唱ロータリー・クラブ

の真の｢奉仕のパートナー｣であり､ロータリー家族の

重要な一員です｡ロータリーの奉仕の中で最も顕著

かつ急速に発展しているプログラムの1つとして､160

余りの国や地域にある9,000以上のローターアクト・

クラブを擁するローターアクト・プログラムは､世界的

な現象となりました｡

・青少年交換(Youth Exchange)

世界を前進させる力｡ロータリー青少年交換に参

加する学生は､最高で1年間､母国以外の国でホスト

ファミリーと生活をともにし､学校へ通います｡ロータリー

の長期と短期の青少年交換プログラムによって､参

加者は､新しい生活様式､さらには新しい言語､そして

自分自身についても多くのことを発見することになり

ます｡また参加者は､自国やその文化､自分の考えを

出会った人々に伝える若き親善使節として､親しい

友人を作りながら､世界を一つにする役割を担いま

す｡年間8,000人以上の若者が､ロータリー青少年

交換を通じて貴重な体験をしています｡これは､一生

に一度の機会です｡この様に、多くの青少年の基本

的ニーズを支援するプロジェクトがあります。

五大奉仕の一つですので 今後とも ご協力宜し

くお願いいたします。

①4月28日40周年記念事業例会に出席頂きありが

とうございました。

②本日は、米山奨学生のファン君が来られておりま

す。

③５月２６日（土）１６：００から藤沢商工会議所にて

地区主催の「新会員の集い」が開催されます。入

会３年未満の方が対象となっております。

④５月１７日（木）は通常例会、５月１９日（土）は４０

周年記念式典が開催されますので宜しくお願い

致します。

⑤例会終了後理事役員会を開催いたします。

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 新村 千成 委員

会員誕生日 石川 達男 君 5月13日

橋本 日吉 君 5月15日

結婚記念日 辻 彰彦 君 5月13日

「創立記念日にあたり」

長野 俊八 会員

大和中RC創立記

念おめでとうござい

ます。

創立総会 昭和5

3年5月9日、ＲＩ承

認 昭和53年6月

23日、認証状伝

達式 昭和54年4

月22日。チーターナイト 米軍厚木航空施設映画

2

幹事報告 北砂 明彦 幹事

米山奨学生 ファン レ グェン 君

国籍 ベトナム

神奈川工科大学 修士課程 期間１年

カウンセラー 北砂 明彦

委 員 会 報 告

卓 話



館。チャーターナイトを1年以内に挙行しなければな

らないので、一人として経験がない訳ですので、大

変だった様です。340名の来賓、ロータリー関係及

び会員家族を収容できる場所は当時大和市内にな

く、厚木基地の映画館で行った訳です。チャーター

メンバー全員の方が手分けして各クラブを訪問され

たということをお聞きしております。大変だったと思い

ます。感謝いたします。現在大和中RCには、チャー

ターメンバーが3名いらっしゃいます。上田利久バス

ト会長、伊藤英夫バスト会長、郡司守会員。クラブ

創立から40年間在籍されているのですから、クラブ

には長い間色々と貢献され、ご指導頂き、ありがとう

ございます。今後ともよろしくお願い致します。

ポールハリスによって、1905年2月23日にシカゴ

ロータリークラブが誕生して113年目です。日本のロー

タリー100周年。米山梅吉翁を始めとする先駆者の

ご尽力により、1920年（大正9年10月20日）東京ロー

タリークラブが創立されました。2020年2回目の東

京オリンピックが開催される年に、東京RCが創立10

0周年を迎える事になりますが、それは同時記念日

の節目であります。

米山記念奨学会、財団設立50周年記念式典が

2018年2月4日に開催されました。東京RCが米山

基金の構想を発表。アジアから優秀な学生を日本

に招き、勉学を支援しようということでした。これが「ロー

タリー米山記念奨学」の原点です。寄附者の第一

号は東京RCの会員ではなく、例会常連ビジターだっ

たウイリアムAネルソ氏（アメリカ・バージニアRC会員）

でした。

私は創立5周年に入会させて頂き、大変感慨深く、

幸運だったと思います。入会日はガバナー公式訪

問の日で、ガバナーから直接バッチをつけて頂き、

大変感激いたしました。5月15日創立5周年記念式

典が挙行されました。式典は全員の協力で成功さ

せようとの気魄が伺えました。

年度が終り、過去過去10か月を振り返ってみま

すと、毎週の例会、入会して1週間後の地区大会、

地区協議会、四大奉仕活動、訪韓、他クラブとの合

同例会、家族会、炉辺会合等々、様々な機会に出

席して、諸先輩方のご指導の基に、修養と勉強の積

み重ねでした。

現在35年と9か月無欠席で頑張ってます。大和

中RCの40周年記念式典が5月19日に開催されま

す。小栁智裕会長をはじめ、神作彰実行委員長の

もとで、クラブ全会員が1つになって、式典に向かっ

て成功させましょう。40年の節目であり、これから５

０周年、７０周年と明るい未来があると信じています。

古郡 清 会員

創立から40年経ち、

いろいろな記念行

事が実施され、あ

とは記念式典を残

すだけとなりました。

会員方々はいろい

ろと担当され、ご苦

労様です。

私が入会しましたのは、創立５周年記念式典が終

わった6年目の昭和60年で、猪熊会長、伊藤幹事

の年度です。大和青年会議所を卒業したばかりでの

んびりとしようと考えていたところ、運送業の会員が

退会され、入会の誘いを受けました。40歳になった

ばかりで、仕事も忙しく、商店街の仲間と遊ぶのも楽

しく、入会をお断りしました。しかし、猪熊会長は、私

の地域の商店の会長をしていたので、最後は押し切

られる形で入会しました。１～2年もてば良いかなと

思ってましたが、藤塚、梅田、岸、山崎と入会され、

やめたら歩けなくなると思っているうちに、在籍30年

を過ぎました。これも先輩方、会員の方のおかげと感

謝しています。猪熊年度は１３名の会員が入りました

が、現在、番会員と私の2名だけとなりました。入会

したときは、６年目のクラブでロータリーのことを知る

ため会員が勉強していました。新会員も１か月２回

位居酒屋や、この前亡くなられた藤田重成会員の

学習塾を借り、学びました。先生は北砂会員でした。

北砂会員は創立時に、ロータリーに関して知らないと

はないほど、勉強したそうです。藤田重成会員も知

識欲が旺盛で、川崎の方のクラブで開催している勉

強会に出席し、習った内容をまとめて本に編集し、

会員に配っていました。

さて、入会当時は約55名の会員数でした。なか

なか若い会員が入ってこないので、下働きをしてい

ました。例えば、地区大会ゃIMの懇親会の時などは、

先輩会員の食べ物確保担当でした。おすしを自分

たちのテーブルに桶ごと奪いました。他のクラブのメ

ンバーからはひんしゅくを買いました。しかし、例会に

は当初なかなか出席できませんでした。当時は綾瀬

市に倉庫があり勤務していたので、昼に抜けて例会

に出席することが困難でした。当時は出席率100％

が何年も続いていたので、新入会員が途中で100

％出席率を途切らす訳にはいきませんでした。1,2

カ月はメークアップでしのぎました。主に綾瀬RCと土

日に開催していた座間RC、そして鶴ヶ峰にあった鶴
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峰RCに出席して補填しました。特に綾瀬RCは実家も

あり、知人が多かったので、温かく迎えて頂きました。

事務局の職員とも親しくなり、例会の休みの日を連

絡してくれ、メークアップ足しにしました。

さて、入会して親睦委員を3年間務め、平成元年

の北砂会長、後藤幹事の年度に親睦委員長となり

ました。当時は毎年、春と秋のパスでの家族会、11

月頃の家族と共の観劇、そして、恒例のクリマス家

族会などがありした。3年前に11名の新会員、そして

今年は7名の新会員を迎え、会員数は63名に増え

ていました。この40年間で一番多かったです。観劇

会では、会員と家族合わせて80名近くの参加者が

あり、50人乗りのバス1台では乗り切れないので、石

川会員にお願いして、北京飯店のバスを出していた

だきました。石川会員には、その後もたびたびバスを

出していたたたき、ありがとうございました。今年度の

劇団四季の観劇と同じように、チケットは半年前ぐら

いに購入していたので、5枚チケットが余ってしまい、

当時で5～6000円した入場券ですので、もったいな

いので、売り場に並んでいた人に買っていただきまし

た。若い女性はダフ屋と勘違いして、尻込みをされ

ましたが、年配のおばさんに足元をみられ、１枚200

0円に値切られました。その年は3クラブ合同の夏の

懇親会が開催されました。大和RC100名、田園RC

50名、中クラブ60名と3クラブ合わせると210名の

会員数でした。私たちのクラブは焼き鳥とスイカ割り、

あとは何だったか忘れました。食堂を経営させてい

たので、焼き鳥の手ほどきなどを受けました。炭火で

焼く本格的な焼き鳥でした。8月の暑い盛り食中毒

の発生を気をつけて300本ぐらい焼いたと思います。

上からは太陽の光、下からは炭火の熱と暑いことこ

の上なかったです。したたる汗で塩を振る手間が省

けました。石川会員は焼き鳥を焼くためにロータリー

クラブに入会したのではないのにとぼやいてました。

以上お話したように、入会していろいろな体験をし、

また教えていただきました。この場をお借りしまして、

お礼申し上げます。

先輩から私たち、そして今在籍している会員へと、

そしてこれから入会してくる会員へと、大和中ロータ

リークラブの伝統や雰囲気が引き継がれていきます。

これからも50年を目指して発展することをお願いま

して、「創業記念日にあたり」の卓話を終わらせてい

ただきます。ご清聴ありがとうございました。
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細川 康治 様（座間RC）

本日は、5月29日に行われます、大和、座間合

同夜間例会のPRでお邪魔しました。よろしくお願い

致します。

古谷田 紀夫 様（大和田園RC）

本日は、足元の悪い中、足を運んでみました。い

つもながら、温かいお出向ありがとうございます。

小栁智裕会長、北砂明彦幹事

4/28「ピーターパンとウェンディ」40周年記念事

業に多くのご協力いただき、無事終えることができま

した。改めてお礼いたします。さて、残すところ２か

月となり、今日を入れてあと７回の例会となります。

そのうちの一つに、5/19「40周年記念式典」も含ま

れております。最後まで皆様のご協力を頂きますよ

うお願い致します。

辻 彰彦 君

本日は、座間RC会長細川様、大和田園RCの古

谷田様ようこそお越しくださいました。また結婚のお

祝いありがとうございました。

富澤 克司 君

古谷田さん、今日はようこそ中クラブへ。

横澤 創 君

米山奨学生ファン レ グェン君ようこそ我がクラ

ブへ。ベトナムはサイゴンの出身とか。ホーチミン市

と言わないところが素敵です。気に入りましたよ。学

び、楽しみ、日本を味わってください。

橋本 日吉 君

5月15日68回目の誕生日を祝っていただき、あ

りがとうございます。生涯現役で先輩には負けない

よう頑張ります。

石川 達男 君

誕生日をお祝いいただき、ありがとうございます。

67歳になりました。

川名 惠美子 君

石川達男様、橋本日吉様、お誕生日おめでとう

ございます。

後藤 定毅敏 君

連休前体調崩し、大事な記念事業に出席できま

せんでした。子どもたちに大変喜ばれて、大盛会だっ

たとお聞きしました。皆様の尽力に感謝いたします。

橋本 日吉 君

座間RC細川会長、そして大和田園RC古谷田様

ようこそお出で頂きました。よろしくお願いいたします。

スマイルボックス 番 桂柳 委員 本日 \12,000 累計 \565,309


