














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 原田晃博    例会場 : 割烹「ふな又」 例会日：第２・３・４木曜日  

幹事 津多一幸  事務所：さいたま市岩槻区本町 3-8-2-203 ℡048-758-0680 FAX048-758-0681  

       http://www.iwatsuki-rotaryclub.jp  E-mail:info@iwatsuki-rotaryclub.jp 

 

◆次回の例会◆ 平成３１年２月１４日(木)第３第４グループ合同 ＩＭ 点鐘：14時 30分 場所：パレスホテル大宮 

 

 会長挨拶       第 56代会長 原田晃博 

 皆様こんにちは！本日の卓話は青少年育成 

委員会の増岡委員長による「インターアクト 

クラブの活動について」という新会員にもわ 

かりやすい話をして戴きます。 

また、明日（2月8日～13日）韓国から青少 

年訪日団の学生達が来日されます。 

岩槻RCには２名の高校生の方が来られます。 

 ところで皆様もご存知の通り、岩槻ＲＣチャーターメン

バーである金子雅英ＰＧにより韓国3750地区と当地区は友

好関係を結び、以降青少年交換短期ホームステイ交換が31

年間続いております。私事ではありますが、昨年は韓国3750

地区との友好地区30周年記念式典にも参加させて戴きまし

た。韓国3750地区での金子雅英PGの人気と影響力を肌で感

じました。 今回の事業と岩槻RCとしての因果を感じまし

た。青少年事業は感受性の強い学生達から泣いて笑って沢

山の事を教えて戴き、ロータリアン各自も勉強になる、よ

りわかりやすい事業です。感受性を高めましょう。 

 
 幹事報告             幹事 津多一幸 
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「積極的に参加し、ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を」

 

・2月 13日は第 3･第 4Ｇ合同のＩＭです。 

・3月 14～15日にラフレ埼玉において 2019－ 

20年度会長エレクト研修セミナー開催。 

・第 4グループ菊池ガバナー補佐より、「先日 

のガバナー補佐会議にて下記 2点の重点目 

標について再度徹底してほしい旨の通達が 

ございました。諸般の事情により厳しい状況ではございま 

すが、尚一層のご協力をお願い申し上げます。 

①会員純増目標の達成 

※12月末の第 4グループ進捗率は 0％です。 

②My Rotary 登録の実行 

※精通した会員を実行委員として登録推進して下さい。 

・3クラブ合同例会のご案内 

 日時 Ｈ31年 3月 13日(水) 受付 16：30 点鐘 17：00 

 会場 魚庄別館 

 皆様のご出席を宜しくお願い致します。 

・2月のロータリーレートは 1ドル 110円です。 

・地区より決議審議会クラブ提案のお願いが来ております。

決議案を提出する場合は 3月 15日までにガバナー事務所。 

・財団室ニュース 2019年 2月号が届いております。 

・2019－20年度版ロータリー手帳のお申し込みは事務局へ。 

・大宮北、大宮東、岩槻東より例会案内が届いております。 

 

 

 

青少年育成委員会 委員長 増岡昌行 

ロータリーの青少年奉仕の概要 
本日はロータリーの青少年奉仕について 

お話していきます。まずは明日２月８日から 

韓国の IACの学生が訪日いたしますので、日 

韓青少年交流についてお話します。 

この事業は 1988～89 年度に当クラブ排出ガバナーである

金子雅英ガバナーの年度に始まった事業でございます。今年

で 31回目になりました。5泊 6日の日程で現在では韓国訪日

団が 2月に訪日し、日本訪韓団は 3月に訪韓します。いずれ

も学生が長期の休みを利用して訪問します。この事業は 2770

地区と 3750 地区の事業ですので、国際ロータリーの事業で

はございませんのでどこの地区でも行っているわけではな

く 2770 地区と 3750 地区の独自の事業です。IAC の学生たち

が 6日間の訪問により、国際交流するとともに、異国の文化

を短いながら学ぶ素晴らしい事業でございます。 

 

日韓青少年交流事業スケジュール 
韓国訪日団スケジュール 

２０１９年２月８日(金)～２月１３日(水) ５泊６日 

日本訪韓団スケジュール 

２０１９年３月２３日(土)～３月２８日(木) ５泊６日 
青少年交流 訪日団 スケジュール 

１日目 ２月８日(金) 来日。リリア川口にて対面式   

終了後各ホストファミリー宅へ 

２日目   ９日(土) 東京ディズニーランド  

各ホストファミリー宅へ送迎 

３日目  １０日(日) 第３１回インターアクト協議会 

           埼玉県県民活動センター 伊奈町            

４日目  １１日(月) 自由行動 各ホストファミリーにて行動 

５日目  １２日(火) 自由行動  

午前 クラブ会員にて買い物等 

           午後 岩槻高校６時限目の授業に参加 

           放課後 岩槻高校の学生と交流会 

           夕方 クラブ主催フェアウェルパーティー

(送別会) 雅致 

６日目  １３日(水) 帰国  

 

次にロータリーの青少年奉仕についてお話します。 

青少年奉仕は、ほかの奉仕とは違いプロジェクトが大きく

4つございます。ローターアクト・インターアクト・ライラ(ロ

ータリー青少年指導者養成プログラム)・青少年交換の 4 つ

のプロジェクトがございます。 

 

卓話 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 行   会報・広報委員会   委員長 出山知宏  副委員長 藤澤洋介  委員 志水一雄 中村 正 

出席報告 
会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

28 10 1 2 46.43％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 10,000 円 

年間累計額 439,000 円 

 

メンバー（50音順） 

小田光司  鈴木 隆  関根信行  津多一幸 

中村 正  原田晃博  三浦宣之 

 🌼ご芳志ありがとうございました🌼 

スマイルＢＯＸより 

 

ロータリー青少年交換 
異文化を理解し、国境を越えた友情と信頼を築く機会をもた

らすことで、世界の平和を少しずつ実現できると私たちは信じ

ています。世界 100カ国以上で実施されているロータリー青少

年交換は、ロータリークラブによる支援の下、15～19歳の学

生が海外に滞在し、言語や文化を学びながら海外に友人をつく

り、世界市民としての自覚を養う事のできるプログラムです。 

• 自分で考え、率先して行動する力を育てる 

• 外国語や異文化を学ぶ 

• 海外の若者と交流し、友だちをつくる 

• グローバルな市民になる 

交換の期間 

海外で 1年間を過ごす長期交換では、複数のホストファミリ

ー宅に滞在しながら、現地の学校に通います。数日間から数カ

月間までの短期交換は、夏休みや春休みの期間中に行われま

す。多くの場合ホストファミリー宅に滞在しますが、世界中の

交換留学生たちと合宿やツアーに参加することもあります。 

参加費用 

宿泊と食事代、学費はロータリーが負担します。そのほかの費

用は地区やクラブによって異なりますが、通常、往復航空券 

旅行保険・旅券とビザにかかる費用・小遣い／追加の旅行やツ

アーに参加する場合の費用を学生が負担します。 

 

２７７０地区の現状(２０１８年４月現在) 

●２０１７－１８年度派遣学生及び来日学生 

１７－１８年度は派遣学生２２名、来日学生は２０名。派遣・

受入れ国は１４か国です。 

アメリカ４名・メキシコ２名・韓国１名・台湾１名・スウェー

デン１名・フィンランド２名・オーストリア１名・ベルギー２

名・スイス２名・ドイツ２名・フランス２名・イタリア１名 

チェコ１名・スロヴァキア１名。 男女別では派遣学生 (男

８名・女１４名) 来日学生 (男５名・女１５名) 

●２０１８－１９年度派遣学生   

派遣学生１８名 １３か国 

 

 

 

 

ローターアクト 
やる気のある 18～30歳の人たちが集まるローターアクトク

ラブでは、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して

います。地元や世界の問題について考え、画期的な解決策を見

出すなど、ローターアクターはグローバルに活躍しています。 

ローターアクトの活動内容 

それぞれのローターアクトクラブが、組織と運営方法を決

め、資金を管理し、地元や世界のニーズに取り組む活動を計画、

実施しています。地元ロータリークラブがローターアクトを支

援し、一緒に奉仕活動を行っています 

ローターアクトクラブ数 10,904  

 ローターアクトクラブがある国の数 184 

ローターアクター数 250,792  

 2770地区ローターアクトクラブ数 13 

(地域ローターアクト 9・大学ローターアクト 4) 

 

インターアクト 
インターアクトクラブでは、12～18歳の中学・高校生が、

地元でのボラティア活動や海外のインターアクト会員（通称

「インターアクター」）との交流を通じて視野を広げ、国際感

覚を養っています。ロータリークラブの支援を受けて設立され

るインターアクトクラブでは、友だちと一緒に楽しみながらロ

ータリーの「超我の奉仕」を学び、行動力を身につけます。 

インターアクトの活動内容 

インターアクトクラブは、少なくとも年に 2回、プロジェク

トを実施します（ひとつは学校または地元地域でのプロジェク

ト、もうひとつは国際理解を促進するプロジェクト）。インタ

ーアクターは、地元ロータリークラブからの指導と支援を受け

てプロジェクトを実施し、リーダーシップを養います。 

インターアクトクラブ数 20,372   

インターアクトがある国の数 159 

インターアクター数 468,556  

2770地区インターアクトクラブ数 34(10クラブ活動休止) 

         

     ロータリー青少年指導者養成プログラム 
リーダーシップを発揮したい、自分の可能性を広げたい、世界 

を変えたい……。そんな考えを実現するための第一歩となるの

が、「ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）」です。

ロータリークラブまたは地区が実施するこのプログラムで、若

い人たちが新しい友人をつくり、楽しみながらリーダーシップ

のスキルを磨いています。 

RYLAのイベントは、14〜30歳までを対象(2770地区は１８

歳～３５歳)として、地元ロータリークラブや地区によって開

催されます。地元のニーズに応じて、1日のセミナーから数日

間の合宿まで、さまざまな形式が取られます。最も多いのは、

さまざまなトピックのプレゼンテーション、アクティビティ、

ワークショップなどを含む、3〜10日にわたるイベントです。 

参加対象はそれぞれのイベントによって異なります。リーダー

シップの力を引き出すことを目的とした中学生対象のイベン

トから、創造性のある問題解決力を養う大学生対象のイベン

ト、ビジネス倫理について学ぶ若い社会人対象のイベントなど

があります。 

２０１８～１９ RYLA 研修セミナー募集要項 

研修会日程(予定)  
第 1回研修会 2019年 2月 17日㈰10：00～16：00 さいたま市内 

第 2回研修会 2019年 3月 17日㈰10：00～16：00 さいたま市内 

第 3回研修会 （宿泊研修）2019年 4月 13日㈯～15日㈪ 

第 4回研修会 2019年 5月 12日㈰13：00～16：00 さいたま市内 

研修地    鹿児島県 屋久島 

プログラム  室内研修･自然観察活動･グループ討議･他地区と交流 

 


