


◇

吉田 益夫 委員長

会員総数２６名 本日出席１１名、

本日欠席１４名 出席率４４％、

ＭＡＫＥ ＵＰ

高木会員、笠倉会員、菊池会員、芹川

会員、村山会員、鈴木康仁会員、星野雄会員、各１回

により、出席率は７２％となります。

◇

星野 雄 会員

横須賀西ＲＣ

稲本武夫会長 お世話になります。マグ

ロの美味しい所教えて下さい。チャリティー

コンサートにご協力頂きましてありがと

うございました。当日の募金は、１８６，

４７２円集まりました。ご三役ゴールが見えて来まし

たね。元気で頑張りましょう。

横浜東ＲＣ

出村忠廣様 本日はお世話になります。

秋本清道 地区協欠席しました。鉄火巻き５３０Ｍ成

功でした。

高木 巖 地区協議会お疲れ様でした。西ロータリー

クラブ会長稲本様ようこそ。

鈴木正孝 結婚祝ありがとうございます。

星野 雄 西クラブ稲本様ようこそ三浦へ。楽しんで

下さい。高木会員先日地区協議会、お車に同乗させて

頂きありがとうございました。帰りは地獄でしたね。

◇

会長部門 高木 巖 会員

皆さん今日は！

次年度に向けての地区協議会が４月２

５日に神奈川工科大学で行われました。

横々から東名に入って厚木ＩＣでおり

てから２０分位のところにあります。天

気に恵まれて、気持ちの良いドライブで

した。昼食は厚木のファミリーレストランでたっぷり

時間をとって世間話ができたのが最初の大きな収穫で

す。三崎から９時出発でその結果１２時半点鐘にすれ

すれで間に合いました。点鐘開会宣言から始まって、

ＲＩ元理事横須賀ＲＣ小沢さんの基調スピーチ、そし

て今年度ガバナー奥津さんの挨拶と活動報告がありま

した。奥津さんの活動報告はこまごま話しすぎて、進

行役から、時間が過ぎているとのレッドカードがアナ

ウンスされたりしました。ガバナーエレクトの後藤さ

んは、機械又は工学出身の方らしく、話し方がとつと

つにまじめでした。

１０部門に分かれての協議会が２時半から５時まで

行われまして、三浦ＲＣからは、鈴木康仁会員・笠倉

会員・菊池会員・芹川会員・星野雄会員・村山会員・

と私高木の７人が各部門に出席しました。

私は会長・幹事部門に出席です。神奈川湘南ロータ

リークラブの柚木さん（女性）がたぶん会長としての

出席です。このかたは地区の事務局に永年にわたって

勤務されています。地区のことなら何でも知っていて

ロータリーの生きじびきのような方です。60歳になっ

て定年とのことで今年の６月までの勤務です。後藤ガ

バナーエレクトの云われるのには、「経費抑制」との

方向がからんでいるようです。

基調スピーチで後藤さんは次のように云われました。

ロータリーは、最初は事業を行っている４人が親睦を

必要として集まりました。孤立からのさびしさをなく

すためです。会うのには例会に出席が必要です。皆さ

んと顔を合わせて情報交換や、話し合い親睦を続けて

まいりましたが、それだけでは長続きしないと、奉仕

を取り入れてロータリーは今日の発展に至っています。

ロータリークラブの運営のヒントとして

①若い人から老人までのバランスが大事。平均年齢50

～55歳がよい。

②クラブ例会の始まりと終わりは時間厳守。仕事があ

るので時間延長は迷惑。

③例会のたびたびの変更はだめ。

④欠席者の出席の呼びかけ。メーキャップも呼びかけ

る。

⑤長期欠席者には会長と増強委員長が出席をうながす。

⑥退会者は本当の理由を云わない。早くから信頼関係

を保つ。

⑦委員会活動を活発に！

⑧常に魅力的な奉仕活動を行なう。

⑨奥様同伴の例会を。

⑩クラブのマンネリ化を防ぐ。

⑪会場費の安い場所を探す。

⑫ロータリーと通じて友人を多くつくる。

⑬女性会員日本４％、世界１５．５％。もっと多く。

⑭親睦と奉仕のバランスをとる。

⑮ロータリーに長所があるから１０５年続いた。

まだたくさんのコメントがありました。

質疑応答では、世界ロータリーや地区への分担金が少

しも減らない。クラブ財政の苦しい地区はどう考えて

いるのか。地区もロータリアンの総人数が減って分担

金の総額は減っている。値上げをしたいところだが、

我慢をして経費削減に取り組んでいる。

表彰と懇親会が５時から７時までありましたが、悪
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かったですが、出席をしないで５時に皆で帰りました。

７時に三崎の引橋のしんべでいっぱい飲みと食事をと

りながら、雑談をして、９時にお開きになりました。

皆様ご苦労さまでした。

職業奉仕部門 芹川 直行 会員

職業奉仕はとかく難しいといわれて

いるので、最初に竹内リーダー（秦野

ＲＣ）より『分かりやすい職業奉仕の

理念』というお話がありました。各種

奉仕団体の理念の違いにはじまり、ロータリーの意義、

職業奉仕の理念が確立されていく過程を分かりやすく

解説していただきました。次に成田サブリーダー（平

塚西ＲＣ）より４つのテストの持つ意味についてのお

話があり、最後に笠原サブリーダー（藤沢北ＲＣ）よ

り職業奉仕をどう実践するかと言うお話がありその後

討論と言うプログラムでした。非常に詳細な資料をい

ただきましたので次年度の例会で機会をみて再度ご報

告したいと考えています。

新世代奉仕部門 星野 雄 会員

インターアクトについて

サブリーダー 原 郁夫

（秦野名水ＲＣ）

インターアクトは、青少年のための

奉仕クラブです。奉仕と国際理解に貢

献する世界的友好精神の中で相共に活

動する機会を青少年に与えるために結成され、入会出

来るのは高校に在学中の生徒又は、１４歳から１８歳

までの若い人でしたが、１２歳から１８歳に年齢が下

がったため中学生から入会できるようになりました。

インターアクト・クラブは支援や指導を与えるロー

タリークラブによって後援されます。新しいインター

アクト・クラブの創立会員数は最低１５名となってい

ますが、これは義務付けられているものではありませ

ん。

インターアクトには世界中の１１，０００以上のク

ラブに所属する２５０，０００人以の青少年会員がお

し、ロータリーで急速に発展しているプログラムです。

インターアクトという名称は「インターナショナル」

（国際的）と「アクション」（行動）という２つの語

が複合されてできた名称です。インターアクト・クラ

ブは１２０以上の国や地域に存在し、真の意味で国際

的な現像となっています。

目標

１）建設的な指導力を養成し、自己の完成を図ること。

２）他人に対する思いやりと、他人の力になる心構え

を奨励し、これを実践すること。

３）家庭と家族の重要性に対する認識を広めること。

４）個人の価値を認める考え方に立脚して、他人の権

利を尊重する観念を養うこと。

５）個人的成功のためにも、地域社会の改善のために

も、さらには団体としての業績を上げるためにも、各

人が責任を負うことがその基本であると強調すること。

６）すべての有用な職業は社会に奉仕する機会である

として、その品位と価値を認識すること。

７）地域社会、国家および世界の問題についての知識

と理解を深める機会を提供すること。

８）国際理解と全人類に対する善意を増進するために、

個人として、また団体として、進むべき道を切り開く

こと。

インターアクト・クラブは、一つのＲＣまたは数ク

ラブによって結成され、提唱され、かつ指導監督され、

そしてガバナーによって確認された後、ＲＩの証明と

承認を得て設立される。その他の方法では、創立する

ことも、維持することも出来ない。

地区内インターアクトクラブ.提唱クラブ

1.明徳学園相洋高等学校（小田原）1965.1.30

2.立花学園高等学校（小田原北）1966.10.20

3.逗子開成高等学校（逗子）1987.6.20

4.湘南学院高等学校（横須賀南）1989.4.14

5.麻溝台高等学校（相模原西）1990.2.23

6.明光学園相模原高等学校（相模原中）1991.5.14

7.平塚学園高等学校（平塚.平塚南）1992.6.24

8.座間高等学校（座間中央）1996.1.10（2010.3.16）

9.津久井高等学校（津久井）1997.3.12

10.弥栄高等学校（相模原ｸﾞﾘｰﾝ）1997.6.12

11.厚木商業高等学校（厚木中）2003.7.23

12.七里ガ浜高等学校（鎌倉西）2003.11.10

13.津久井浜高等学校（横須賀南西）2006.6.15

14.鎌倉学園高等学校（鎌倉大船）2010.2.13

2009-10年度インターアクト地区年間スケジュール

５月16日 役員研修会

６月６日 インターアクト合同会議

７月18日 インターアクト合同会議・ブロック会議

６・７日 Ｄ2590合同サマーミーティング

９月５日 インターアクト合同会議・海外研修旅行

オリエンテーション・語学講座

10月10日 ロータリー地区大会

17日 インターアクト合同会議・ブロック会議・

語学講座

11月22日 インターアクト年次大会（ﾎｽﾄ校弥栄高校）

海外研修旅行オリエンテーション

12月５日 インターアクト合同会議・語学研修

25－28日 インターアクト海外研修旅行

１月16日 インターアクト合同会議

２月13日 インターアクト合同会議

３月27・28日 ｲﾝﾀｰｱｸﾄ１泊研修（Ｄ2620と合同）

以上は地区事業ですが、各インターアクトクラブはそ

れぞれの奉仕活動を行なっています。



地区ローターアクト関連

資金関連

・２７８０地区より補助金・・・５００，０００円

（昨年度は５５０，０００円）

・ＲＩ加盟金（新クラブ発足時に提唱ＲＣが支払う）

・・・米貨５０ドル相当

・クラブ分担金・・・会員１人：５００円／月×

１２ヶ月＝６，０００円

（上半期：７月と下半期：１月年 ２回クラブから

地区へ納付）

地区行事

・アクターズミーティング（会長・幹事会）※今年度

は５回行います。

・アクトの日（今年度は２００９年９月１３日）

・地区研修会（今年度は２００９年１１月１日）

・地区年次大会（今年度は２０１０年３月７日）

・地区協議会（今年度は２０１０年６月１３日）

青少年交換プログラムの現況と問題点

【青少年交換プログラムとは】

世界に羽ばたき、異文化を通じて国際理解と親善を

推進する青少年を育てるプログラムです。

【プログラムの概要】

ロータリー国際青少年交換プログラムは、満１５～

１８歳の高校生に１学年度の海外留学の機会を与え、

また当地区においても派遣国より留学生を受け入れ、

ロータリアン又はロータリーの選んだ家庭にホームス

テイし、その家庭の一員として過ごし、現地の学校に

通学し言語を習得することのみならずその国の風俗・

習慣・文化を学び、国際理解と親善を推進する人物を

育てることにあります。異文化に接することは、国際

理解と平和を推進する最も効果的な方法です。ロータ

リーの青少年交換プログラムは、海外の人々と交流し、

異文化を体験することによって、生涯にわたる国際理

解の種を播く機会を多くの青少年に提供しています。

このプログラムは、参加する青少年と、青少年を受

け入れるロータリアンや指導者のみならず、地域社会

全体にも非常に多くの恩恵をもたらします。青少年交

換を通じて、学生は他国での生活あらゆる面をじかに

学びます。世界に対する視野が広がるとともに、学生

の自己に対する理解も深まっていきます。他国の教育

制度を体験することによって、学生は学業面でも人間

的にも大きな成長を遂げます。さらに、異文化出身の

学生との親密な交流を通じて、受入クラブ、ホストファ

ミリー、そして地域社会も豊かになります。

【現況】

２７８０地区の現況として、２００９－１０年度、

受入国９カ国（アメリカ・カナダ・オーストラリア・

ロシア・フランス・スウェーデン・ブラジル・韓国・

台湾２人）の１０人。

派遣国は８カ国（アメリカ２人・オーストラリア・

ロシア・スウェーデン・ブラジル・韓国・台湾）の９

人。

２０１０－１１年度は、受入国９カ国（アメリカ・

カナダ・オーストラリア・ロシア・フランス・スウェー

デン・ブラジル・韓国・台湾）の９人。

派遣国は８カ国（アメリカ２人・カナダ・オースト

ラリア・ロシア・フランス・スウェーデン・ブラジル・

韓国）の９人です。

【問題点】

○受入学生の文化、言語・習慣の違いによる学校・

ホストファミリーとのトラブル

＊最初にルール作りをし、寛容の心ですぐに結論

を出さず、しばらくの間温かく見守っていただき

たいと思います。

○ホームシック、消極性、学校の出席率不良、等

＊学生本人の資質によるものが大きいが改善の余

地はあります。

○ロータリアンの高齢化に伴い受入のホストファミ

リーが少なくなった。

＊高齢ゆえに出来ない理由は無く、実際受け入れ

て感動している家族も多数あります。

＊問題点ばかりがクローズアップされ、良い点があ

まり脚光を浴びていないのが残念。

＊特に派遣生が帰国した後のＲＯＴＥＸ活動を注目

して欲しい。


