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「あなたのクラブは元気ですか」
国際ロータリー第2580地区
2019-20年度ガバナー

新本 博司

心、
目標達成に必要な人
材や資金を毎月検討し、
7月1日に2019-20年度がスタートし、 達成状況を確認しましょ
早一ヶ月が経過いたしました。新会長・幹 う。活動計画の進捗に悩
事のクラブ方針の下、各委員長が新鮮な
んでいる場合は、
「クラブ
気持ちで一年間の計画を発表されている の健康チェック」
「会員満足調査」
「元気
ことと思います。
なクラブづくりのために：クラブリーダー
ここでロータリーのビジョン声明を確認
シッププラン」などの役立つ資料を利用し
したいと思います。
たり、
ラーニングセンターのコースを参考
「私たちロータリアンは、世界で、地域
にしたりして、
会員の積極的参加を促すた
社会で、
そして自分自身の中で、持続可能
めのアイデアを計画に盛り込むことができ
な良い変化を生むために、人びとが手を ます。
そして担当のガバナー補佐と密接に
取り合って行動する世界を目指していま 連携しながら、情報を共有し、必要があれ
す。」
ば他の分区にも情報を提供していただき
このビジョン声明を受けて、
クラブの強
たいと思います。
み、弱み、社会課題について戦略計画、
行動計画を明示したスタートをしていると
2．
よりよいコミュニケーションを目指して
思います。
どんなに素晴らしい戦略計画を立てて
また、国際ロータリー会長のテーマ、地
区のターゲットも既に発表し、会員に共有 も、会員間のコミュニケーションがうまくい
かなければ「絵に描いた餅」になります。
していると信じていますが、今一度、理事
色々な人々が色々な意見を持つのは当然
会等で確認してもらいたいと思います。明
です。
「不易流行」変えてはならないこと
確な目標に対して、活動状況、会員の関

1．
クラブ戦略計画の実践を

7 月 18 日 地区クラブ奉仕委員会

は守りながらも、
コミュニケーションを大
切にし、親睦を図ることを第一義に目指し
ましょう。
また、
ロータリアンのみならず、地域社
会の人びととメディア、入会見込み者、
プ
ロジェクトの受益者などとコミュニケー
ションを図って、
ロータリーの認知度を高
めることも大事な要素です。
そのために
は、地域社会のニーズを捉え、
アプローチ
し、行動に移す、
そして感動を共有してい
きたいものです。
その思いを、
クラブの内のみならず、分
区、地区に拡げていきましょう。
それがマ
ローニーＲＩ会長の唱える「ロータリーは
世界をつなぐ」
と結びつきます。
さあ、一緒
に手を取り合って、平和で明るい未来を
築きましょう。夏本番に向かいます。
くれぐ
れもお身体にご留意を！

今年度、ロータリーの新しい戦略計画が導入されました。ロータリーの成長を促すための 4 つの優先事項が定められています。
優先事項 1

優先事項 2

優先事項 3

優先事項 4

インパクト

広げる

積極的なかかわり

適応力

詳細はこちら

「 世 界 を 変 え る 行 動 人 」 は、 「 世 界 を 変 え る 行 動 人 」 は、 「 世 界 を 変 え る 行 動 人 」 は、 「世界を変える行動人」は、独
問題を効果的に解決します。

互いに刺激しあい、インスピ

人びとのニーズを理解しよう

創性があり、起業家精神にあ

レーションを与えあいます。

と努めます。

ふれ、困難にもくじけません。

https://on.rotary.org/2YcR68J
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青少年交換プログラムと危機管理
8月の最初の週末に、青少年交換留学生が来日する予定
です。青少年交換プログラムは、国際ロータリーの公式プログ
ラムの中で、最も成功していると言っても過言ではないと評価
されています。当地区ではガバナーノミニーも地区青少年交
換委員会のメンバーになります。
来日当日からホストファミリーの家での生活が始まり、
お盆
の時期（今年度は8/15～）には、派遣予定学生と来日学生
が合同でサマーキャンプを行います。
そして9月からホストス
クール(高校)に通い始めます。
受入クラブの皆さんに、危機管理についてお願いがありま
す。30年以上昔のセクシャルハラスメントがきっかけとなり、国
際ロータリーが訴訟に負けると言う事態が数年前に起こりま
した。
それ以来、国際ロータリーの基準を満たす保険に加入
する地区以外は、青少年交換プログラムの実施が認められな
くなりました。
日本の34地区では、
マルチ化(幾つかの地区が共同で奉
仕事業を行うシステム)を目指して、RIJYEMという組織を設
立し、
そこで共通の保険を準備して青少年交換プログラムを
行っています。
日本特有の国民健康保険と組み合わせて使
え、国内でホストクラブが100万円まで保険金受取代理執行
ができるものです。
日本は安全な国と言われますが、
セクシャルハラスメントや
痴漢などの軽犯罪は非常に多い実態があります。何か問題が
あった場合には、地区危機管理委員会が72時間以内に国
際ロータリーに報告する義務があります。
また、地震などの災
害も多く、ホストファミリーとの旅行も含め、
できるだけ来日生
の居場所を把握し、何かあった場合は在日大使館と連携を
取れる様に地区青少年交換委員会では考えています。
ホスト
ファミリーやクラブ内で問題を処理せずに、地区青少年交換
委員会に連絡をお願いいたします。
このプログラムは、ホストクラブ、ホストファミリーのご努力
で成り立っています。世界平和のために、小さな親善大使とし
て海外から若者が来日し、
その代わりに日本の若者が海外に
留学します。昨今、受入ホストファミリーが見つからない、
とい
う問題が起こっております。
ホストファミリーはロータリアンであ
る必要はありませんが、
ロータリーの奉仕活動ですので、会員
の皆様にホストファミリーを経験してみていただきたいと思い
ます。地区青少年交換委員会の中にも、ホストファミリーを引
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き受けたことがきっかけでこのプログラムのファンになり、地区
委員を引き受けてくださった方が多くいらっしゃいます。
世界平和は、相互理解から始まります。兎角、
日本の家庭や
社会は閉鎖的になりがちで、
グローバルな時代にも関わらず、
海外に出て行く学生も少なくなっていると聞きます。
もっと多く
の若者が世界を目指して欲しいものです。毎年春に、翌年出
発の学生の募集をいたします。
どうぞ皆様のお知り合いの方
にも、青少年交換プログラムへの応募を薦めてください。
違う言語、
違う文化の国に若者を送り出し、
また外国の若者
を家庭に受け入れることは、
大きな刺激となります。
日本の常識
が、
世界とかけ離れていることを知るのは、
その時は苛立つこと
もあるでしょうが、
自分が成長する糧となります。親善大使と
いっても、高校生です。彼らが苦しみを乗り越えて成長するの
をサポートするのがホストファミリーの務めです。宜しくお願い
します。特に、
お子さんがいらっしゃるお宅は、
お子さんが刺激
を受けて大きく成長することに繋がりますので、ぜひホストファ
ミリーを引き受けてみていただきたくお願い申し上げます。
20年前は20人交換しておりましたが、今では10人ですの
で、
数年に一度しか受け入れ機会が回ってきません。
そのため
に、時期的なミスマッチを起こし、機会を失うことが多く見られ
ます。ぜひ近くのクラブにお声掛けして、ホストファミリーを融
通し合う様にしてみてください。
青少年交換プログラムの魅力を多くの方に知っていただく
ためには、
ローテックスによる卓話が効果的です。
ローテックス
とは、
ロータリーとエクスチェンジ(交換)の合成語で、
ロータリ
アンと一緒に奉仕活動を行う青少年交換プログラムの学友
のことを言います。彼らは、中3から高2の時に地区選考に合
格し、出発までの一年間に日本文化などのオリエンテーショ
ンに参加します。
その後、世界各地に散らばり、一年間の留学
生活を過ごして帰国します。個人的な留学と違うのは、
ロータ
リーが決めた国へ派遣されることで、希望の国に語学留学す
る訳ではありません。帰国後、大学受験をしながら、来日生の
お世話をする役目を負い、5年間に亘って活動します。
それを
通じて成長するのです。留学中は、語学や文化の違いに悩ま
され大変ですが、
それを助けるのがロータリアンです。ぜひ来
日生の助けとなって上げてください。
そして、
スポンサークラブ
として、派遣生を支えて上げてください。
6月16日の帰国前報告会で、2018-19年度来日学生のス
ピーチを聞きました。10か月ですっかり日本語も上手くなり、感
動的なスピーチをしてくれました。
日本人とは違った感性で、
な
かなか面白いものもありました。
9月には、
第54期派遣学生の帰
国報告会があります。
スポンサークラブやホストクラブでなくて
も、
ぜひこの機会にご参加いただきたくお願い申し上げます。
ホストクラブは、輪番制です。今年の秋には2020-21年度
来日学生のホストクラブの依頼をする予定です。
お引き受け
の程、宜しくお願いします。
ローテックスは、
自分達でアルバイトをしながら、
この活動に
参加してくれます。卓話をお引き受けすることで、謝礼をクラブ
からいただいて、
この活動資金にしています。ぜひ皆様のクラ
ブで、
ローテックスに卓話の機会を与えて上げてください。
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その他の青少年奉仕活動
2019年4月の規定審議会で、
ローターアクトクラブが加盟
できるようにするために国際ロータリーの加盟の定義を広げる
決定がされたことからも分かる様に、今年の重要トピックの一
つは青少年奉仕です。
ロータリーは、青少年に関連した事業を数多く行っていま
す。常設プログラムに限っても、
インターアクト、
ローターアクト、
青少年交換、RYLA（青少年指導者育成プログラム）がありま
す。
またロータリー財団は、奨学金の支給や平和センターの運
営を通じて多くの若者を支援していますし、
わが国独自の米
山記念奨学金制度は、長年に渡り、
日本の大学や大学院で
学ぶ外国人留学生の支援をしてきました。
国際ロータリーでは、
これらの若者とロータリークラブの結
びつきをこれまで以上に重視し、将来のロータリアン候補とし
て育てていくことを目指しています。
これを達成するためには、
すべてのロータリアンが、年間を通じて数多く行われている
青少年奉仕関連の行事に積極的に参加し、
ロータリークラブ
とプログラムに参加している、
あるいは修了した若者達との結
びつきをこれまで以上に強めていくことが必要と考えられま
す。特に国際ロータリーではこれらの中でも、年齢層が比較的
高く、
また他の全プログラムの学友が入会することができる
ローターアクトプログラムに注目して、様々な手段で活性化を
図っています。
クラブで日常的に接触している米山奨学生や青少年交換
学生、
または会員企業の従業員などの入会候補者をつなぎ、
ぜひローターアクトクラブの設立を検討していただきたいと思
います。
クラブの奉仕プロジェクトをローターアクターと共同で
実施したり、親睦活動を合同で開催したりするなど、
クラブの
活動そのものを活性化する効果も期待できると思います。地区
青少年奉仕委員会では、新クラブ設立に向けたサポート体
制を充実させているので、ぜひお問い合わせください。

研修
今年度は、地区研修会を8月8日・11月14日の2回開催い
たします。
地区研修会は、
クラブ会長と幹事及び、
トピック関連
委員長を対象としておりますので、必ず各クラブから1名はご
出席いただき、貴クラブ内で情報を共有いただきますようお
願いいたします。
8月8日の研修会は、公共イメージを取り上げ、柳生第2ゾー
ン公共イメージコーディネーターによる講演とテーブルディス
カッション形式とする予定です。公共イメージは、今期の重要
トピックですので、次号でも取り上げていきたいと考えていま
す。
また、次号ではRLIについても言及してみたいと考えており
ます。

ガバナー補佐訪問
今年度も引き続きガバナー補佐13人体制を敷き、地区とク
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ラブの架け橋となるために、
ガバナー補佐には積極的なクラ
ブ訪問をお願いしてあります。年度が始まる前(6月14日)に地
区連絡会を開き、
ガバナー補佐と委員会の関係性について
確認をいたしました。
ガバナー補佐の役割の重要な部分とし
て、
クラブと地区委員会とのつなぎ役になることを期待してい
ます。各地区委員会には、委員会開催の連絡と議事録の提出
をガバナー補佐や地区幹事に行う様にお願いしました。
ま
た、地区委員会とクラブが連携し、充実した活動ができるよ
う、
ガバナー補佐にはクラブの意向を汲み取り、委員会に繋
ぐ役割をお願いしました。
ロータリーは単年度制です。一人のロータリアンが専門化
することは、他の方の奉仕の機会を奪うことにもなりますので、
専門性の高い委員会は3年任期としてあります。地区委員会
は、諮問機関であり、執行機関です。多くの地区委員を、
クラ
ブとガバナー補佐で掘り起こして、将来の活動に繋がる様に
していきたいと考えています。次年度のガバナー補佐などか
ら、次年度の地区委員の推薦や就任依頼をすることもあると
思いますので、宜しくお願いいたします。

会員増強・新クラブ結成推進月間
8月は「会員増強・新クラブ結成推進月間」です。マロー
ニー国際ロータリー会長による2019-20年度テーマに関する
スピーチの中でも、会員を増やすことは強調事項の1つに挙
げられております。
お互いの違いを超え、深く、意義あるかたち
で「つながる」。多様な会員で構成する会員増強委員会を設
立する、
ということも奨励されています。
マローニー国際ロータリー会長の強調事項は、
ロータリー
を成長させること。
そして最も重要なのは、達成するために「会
員を増やすこと」
としています。当地区でも、新しいクラブが誕
生していますが、
もっと新しい形のクラブの誕生を促しても良
いのではないでしょうか。
インターアクト、
ローターアクト、青少
年交換、RYLAの参加がきっかけとなりロータリアンになった
方というのも大勢いらっしゃいます。
ロータリーの年間予定
https://my.rotary.org/ja/news-media/calendar
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地区大会
来年（2020年）２月に沖縄で開催する、地区大会の準備
が進んでいます。
このほど６月に行った「参加意向調査」の結
果が公表されましたので、
ここに少しご紹介します。公共イメー
ジ向上については、私が最も力を入れている部分であり、
そ
のために今回の地区大会では「ロータリーデー」が催されま
す。地区大会で行われる最初のロータリーデーになりますの
で、皆様にはなるべく沢山の登録と参加者をお願いする次第
です。
参加意向調査での結果で特徴的なことは、地区大会参加
をクラブの親睦旅行を兼ねて計画しているクラブが多いこと

会員数報告
2018年7月1日クラブ数
2019年6月末日クラブ数
2018年7月1日正会員数

70RC
71RC
3,017名
204名
2,990名
202名

（内女性）
2019年6月末日正会員数
（内女性）
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で、
その際に今回実行委員会が用意しているツアーを利用し
て視察やゴルフなどを組み込む意向のあるクラブが半数、独
自に旅行を計画しているクラブが半数であったことです。
この週は火曜日の２月１１日が国民の祝日になっていて、
こ
の日に｢ロータリーデー｣が実施されます。
このため、
１１日から
１３日(木)の本会議までの３泊４日の日程を考えているクラブ
や、木曜日の本会議から参加し、
日曜日まで沖縄県内に滞在
する予定のクラブもあり、
プランは様々です。那覇南ロータリー
クラブの稲垣純一地区大会実行委員長は、
「今回例示して
いる７種のツアープラン以外の希望にもクラブ単位の企画で
あれば相談に柔軟に対応したい。」
と語っていますのでご紹
介します。

18名
110名
264名
291名
－27名
－2名

2019年6月入会者
2019年6月退会者
2018‐19年度入会者
2018‐19年度退会者
2018‐19年度会員増減数
2018‐19年度女性増減数

※詳細は地区ウェブサイト
「会員数」のページをご覧ください

ご厚意に対し、深く感謝申し上げます
米山功労者

米山功労者・メジャードナー
32 回
15 回
13 回

高木征太郎（東京新都心）
佐々木 智（東京新都心）
吉田 宗泰（東京田無）

朝岡 勇（東京板橋セントラル）
若宮 正英（東京王子）
加藤 幸男（東京練馬西）

6 月 30 日分まで 敬称略、順不同

米山功労者・マルチプル
９回
８回
３回
２回

嶋村 文男（東京東江戸川）
土居 岩生（東京お茶の水）
奥山 聡（東京お茶の水）
青木 宏義（東京新都心）
宮城 富夫（宜野湾）

神原 正樹（東京新都心）
岡村 利之（東京東江戸川）

BUI LE ANH XUAN（東京田無）

斉藤 実（東京田無）
照屋 義実（那覇西）

編集者：遠山

明良

2019-20年度地区副幹事

東京ロータリークラブ所属

［哀悼］ 謹んで哀悼の意を表します
東京武蔵野中央ロータリークラブ

東京西北ロータリークラブラブ

入会日 1985年3月14日

入会日 1971年4月26日

臺 徳二郎（だい とくじろう）会員
逝去日 2019年6月21日 享年82
ウテナ産業㈱ 代表取締役
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
ベネファクター
米山功労者マルチプル

熊谷 太一郎（くまがい たいちろう）会員
逝去日 2019年6月21日 享年86
㈱熊谷組 社友
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

