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―2758 回 例会記録

本日の進行（12:30）
役員・クラブ管理運営
下半期報告
―次回のお知らせ―
6 月 13 日（12:30）
奉仕プ・広報・会員増強
退会防止・R 財団米山各
委員会
下半期報告

由夫

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆大野 宏一

2019 年 5 月 30 日―
幹事報告

山本会長の時間
皆様こんばんは。今日は青少年奉仕フォ
ーラムです。担当の大野会員、鈴木弘毅会

清水幹事

週報：横須賀西 RC

６月ロータリーレート：＄１=１１０円
開催案内：・6/15（土）於：相澤ビル６F

員、宜しくお願い致します。
鎌倉ローターアクトクラブより、疋田梨
桜会長、厚木ローターアクトクラブより竹
田翔哉会長・遠藤滉大幹事の 4 名が来られております。
後ほど、
宜しくお願い致します。

13：30～第２回インターアクト委員会
１４:００～

・ボーイスカウト逗子１団＆ガールスカウト神奈川３
９団の年次総会報告書到着。
委員会報告

一昨日、川崎市多摩区の登戸駅で、スクールバスを待ってい
る小学生の列に刃物で切りつけ、小学生の女の子を含む二人が

アクターズミーティング

その他：・逗子社協広報「さくら貝」到着

大野会長エレクト…来年度に向けて、各次年度委

員会が開催されます。皆様のご参加、宜しくお願い致します。
矢部（光）ロータリー財団委員長…当グループ推薦で、
財団財団奨学生として、田丸文菜さんが８月よりイギリスのマ

死亡、16 人の重傷者を出した犯人も自殺するという事件があ

ンチェスター大学へ出発致します。また、青少年交換留学生と

りました。最近の社会問題が背景に浮き彫りとなったような、

して、高橋日南乃さんがハンガリーへ出発

痛ましい事件でした。私にも小学生の孫がおりますので、他人

されます。推薦クラブは異なりますが、藤沢南 RC 推薦として、
松田旺大君（松田事務局次男）がメキシコへ旅立ちます。がん

事とは思えませんでした。

ばって来てほしいです。ご紹介させて頂きました。

話は変わりますが、私の会長としての任期もあと 1 ヵ月とな
りました。例会前後の点鐘も残り 3 回となり、寂しさもありま
すが、会員の皆様の御協力で無事に終えることができるのかと

表彰
三宅譲会員メジャードナーおめでとうございます

思うと感無量です。
今日はローターアクトの皆様が 3 名お越しです。セレモニ
ーの後で、大野会員から皆様のご紹介をお願いします。それで
は、フォーラムよろしくお願い致します。これで、会長の時間
を終わらせていただきます。

財団ニコニコ

米山ニコニコ

矢部（光）

＄20

鈴木（弘）

＄10

鈴木（弘）

1,000 円

クリスタルの楯と襟ピンと、そして奥様へはペ
ンダントが認証品として送られました。

【出席報告】
※今期もあと１ヵ月となりました。ご寄付の御協力をお願
い致します。

会員数 46 名（出席免除 3 名）
出席者 22 名

出席率 50.0%

大野宏一会員
鈴木弘毅会員

疋田梨桜（ひきだりお）

鎌倉 RAC 会長、インターアクト学友会会員

竹田翔哉（たけだしょうや）
遠藤滉大（えんどうこうた）

厚木中 RAC 会長、インターアクト学友会前会長
厚木中 RAC 幹事、インターアクト学友会会長（2019 年 3 月任期満了）

青少年奉仕月間ということで、新世代交流会での資料をもとに、新世代交流会組織概要、青少年奉仕活動への取り組みを
説明し、趣旨を共有。また 3 名のローターアクターを招き、活動内容発表。
＜新世代交流会＞
交流会参加委員会 ：第 2780 地区 地区米山奨学。米山学友委員会、第 2780 地区 平和フェロー・奨学金・VTT 委員会、
第 2780 地区 青少年交換委員会、第 2780 地区 青少年奉委員会・インター・ローターアクト委員会
交流会参加メンバー：青少年交換学生、ROTEX、平和フェロー、財団学友、インターアクト学友会、地区ローターアクトクラ
ブ、地区インターアクトクラブ、米山学友、米山記念奨学生
（標準ロータリークラブ定款より）
「奉仕の第五部門である青少年奉仕は指導力養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロジェクトへの参加、世界平和
と異文化の理解を深め育む交換プログラムを通じて、青少年ならびに若者によって、好ましい変化がもたらされることを認識す
るものである。
」
（国際ロータリー ロータリー章典 40.050.3 方針表記より）
「ロータリークラブは、青少年が地域の指導者と話し合い、希望、夢、抱負を表明し、自分と地域社会の問題解決策を探るため
の討論の場を提供すべきだ。
」
＜第 2780 地区インターアクトクラブ＞
クラブ数：逗子開成高等学校（提唱 RC：逗子/1987 年 6 月設立）はじめ、全 12 クラブ。
インターアクトクラブとは：12～18 歳を対象としたクラブで、学校または地域社会をベースとして活動。インターアクトクラ
ブ会員は、
「インターアクター」と呼ばれ、奉仕活動（学校や地域社会での活動、国際理解を育むための活動）を実施。
＜第 2780 地区ローターアクトクラブ＞
クラブ数：相模原（提唱：相模原/1970 年 6 月設立）はじめ、全 5 クラブ。
ローターアクトクラブとは：18～30 歳を対象としたクラブで、ローターアクト会員（通称「ローターアクター」
）がリーダー
シップや職業スキルを磨き、ロータリー会員など地元のリーダーと交わり、楽しみながらボランティア活動を実施。地元や世界
の問題について考え、画期的な解決策など、ローターアクターはグローバルに活躍。
＜第 2780 地区 青少年親善ガイド育成プロジェクト案＞
概要：第 2780 地区内の７市町が 2020 年東京オリンピック・パラリンピック
のホストタウンに決定したことも踏まえ、オリンピックに向け地区内のインター
アクター、青少年交換学生、そして一般高校生を対象にして来日するインバウン
ドへの奉仕のため、ホスピタリティー溢れた地域案内のできる青少年親善ガイド
の育成事業を実施。
目的：外国人と接することの少ない青少年に言語の指導や会話に機会を与える事
で外国人の人々に対する抵抗を軽減させ、様々な経験をもとに自信と勇気を芽生
えさせることが可能となり、それがグローバル化への一歩になるもの。
募集期間：2019 年 6 月～10 月
実施期間：研修・2020 年 1 月～6 月、ガイド活動・2020 年 7 月～8 月
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本日合計
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宝子山君…肺癌手術後、間質性肺炎で再入院。今はじっと我慢の自
宅静養。年内の例会復帰を目指します。早く皆の顔が見たい！
大野君、鈴木（弘）君…本日の青少年フォーラム、皆様宜しくお願
いいたします。
山本（由）君…鎌倉ローターアクト厚木ローターアクトの 3 名様、
ようこそ。青少年フォーラムよろしく。
清水（惠）さん…ローターアクトの皆様ようこそ。よろしくお願い
します。
矢部（光）君…青少年フォーラム大野委員長、よろしく！
山口君…本日も宜しくお願いします。
橘（武）君…山本由夫年度あと 1 ヵ月だ、ガンバレ！
矢部（房）君…青少年奉仕フォーラム、大野会員、鈴木会員宜敷く。

担当：岡本

累計

一朗
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臼井君…青少年フォーラムよろしく。
三宅君…山本丸ゴール？
桐田君…途中、山口哲夫婦に追い越されました。
岩堀君…明後日よりパラオに行き、大統領と会食します。
矢島君…疲れました。
匂坂君…ローターアクトの皆様、ようこそ。
森澤君…本年度も、後少し、がんばりましょう。
横瀬君…いよいよ 1 ヵ月ですね。
大下君…野村またまた不祥事。すみません。
岡本（一）君…暑いです！
稲垣君…山本会長、最後のガンバリを是非！

