














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 出山知宏    例会場 : 割烹「ふな又」 例会日：木曜日 （月３回） 

幹事 鈴木真樹  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◆ 令和２年１２月１０日（木） 新会員卓話     点鐘：12：30 会場：ふな又 

 

皆様こんにちは。先日根岸会員のご紹介 

で、株式会社顧問名鑑という会社の営業担 

当者と、zoom会議をしました。 

この会社は、大手上場企業の社長、役員を 

経験された方や専門分野で活躍された方々 

を、各企業へ顧問として派遣するという業 

務を行っているそうです。私自身の会社も、弁護士・税理

士・社会保険労務士とは顧問契約をしておりますが、それ

以外の営業戦略や経営戦略に対するアドバイスをいただ

く顧問は、現在おりませんし、正直考えた事もありません

でした。 

しかし営業担当者と話してみると、私の価値観が少し変

わってきました。起業してから現在に至るまで、数多くの

選択をしてきました。その中でいくつかの失敗も勿論あり

ます。失敗から多くの事を学ぶのも事実ですが、できたら

選択する段階で、正解の道に進みたいものです。もし、正

解への道しるべとなっていただく役割を、顧問の方に担っ

ていただく事ができれば、企業の安定も成長も違ってくる

ような気がします。 

特に目まぐるしく変化していく今の時代、経営者の皆様

には様々な選択を迫られる場面が数多く存在すると思い

ます。そんな時こういった顧問制度を活用するのも、企業

の成長戦略には必要なのかもしれません。 
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会長挨拶      第 58 代会長 出山知宏 

卓話 青少年奉仕委員会   委員長 増岡昌行 

公益財団法人ロータリー米山記

念奨学会より、創立以来３４回目

の米山功労クラブとして表彰さ

れました。（個人・クラブ扱い全

ての米山寄付金を対象に 100 万

円を超える毎の表彰です。） 

表 彰        

① 地区より、2023-2024年度ガバナー候補 

者の推薦についてと、ガバナー補佐推薦 

のお願いが届いております。 

② 地区より、ブライダルサポーターの皆様 

へクリスマスパーティー（友愛の広場） 

中止のお知らせが届いております。 

③ 国際ロータリー日本事務局経理室より 2020 年 12 月 RI

レポートのお知らせ。2020 年 12 月のロータリーレート

は、1ドル＝105円となっております。 

④ 地区の社会奉仕部門委員長より、クラブ会長・幹事の皆

様へ「今、壊滅的に打撃を受けている、飲食店経営者の

ロータリアンを救うべく、そのお店を利用してあげたい

ので、そのお店情報を手にいれられるようにしたらどう

か」と言う多くのロータリアンのご意見を活かすべく「地

域飲食店マップ」の作成についての内容が届いておりま

す。詳細等は回覧いたしますのでご確認ください。 

⑤ 一般社団法人ロータリーの友の会より 2019-20 年度の事

業報告が届いております。 

⑥ 大宮東 RC・岩槻東 RC・大宮北東 RCより 12月の例会予定

と週報が届いております。 

 

幹事報告            幹事 鈴木真樹 

出山年度 第１５回 通算２７３６例会     令和２年１２月３日 

12 月の誕生祝い 

3 日 出山知宏 会員 

7 日 小林利郎 会員 

15 日  蛭川正太 会員 

16 日  高橋真理以 会員 

31 日  三浦宣之 会員 
 

おめでとうございます！ 

ロータリーの青少年奉仕の概要 
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。 
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メンバー（50音順） 
小田光司 卓話よろしく。 

小林利郎 五十代ラストイヤーです。 

小林佑次 今日もよろしくお願いします！ 

塩田淳司 卓話よろしく。 

鈴木真樹 出山会長、誕生日おめでとうございます。 

田中芳明 青少年卓話、増岡委員長宜しくお願い致します。 

田畑寛樹 皆様、本日もよろしくお願い申し上げます。 

出山知宏 本日から 51才になりました。 

中村 正 卓話よろしく！ 

蛭川正太 本日もよろしくお願い致します。 

藤澤洋介 よろしくお願いします。 

増岡昌行 卓話よろしく。 

三浦宣之 本日は宜しくお願いします。 

🌼 たくさんのご芳志ありがとうございました 🌼 

スマイルＢＯＸより 

オンライン出席でのスマイルはこちらへ…  埼玉りそな銀行岩槻支店 (普)1445466 岩槻ロータリークラブ 

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。 
 

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ことのできるプロ

グラムです。➀自分で考え、率先して行動する力を育てる②

外国語や異文化を学ぶ③海外の若者と交流し、友だちをつく

る④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は学生が負担します。 
 

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・女１４)来日学生(男５・女１５) 

※１７－１８年度は相手国の都合により受入れがなかった

り、１つの地区が２か国をカバーしているなどのために、合

計派遣・受入れの人数が一致していません。 

２０１８－１９年度派遣学生   

派遣学生１８名１３か国。アメリカ４名・メキシコ１名・ブ

ラジル１名・台湾１名・フィンランド１名・オーストリア１

名・ベルギー３名・スイス１名・ドイツ１名・フランス１名・

イタリア１名・チェコスロヴァキア１名・スウェーデン１名 

男女別は派遣学生(男５・女１３) 

ローターアクト（ＲＡＣ） 
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 

ＲＡＣクラブ数 10,698・ＲＡＣクラブがある国の数 180 

ローターアクター数 203,298   

2770地区ローターアクトクラブ数 13 (地域 9・大学 4) 
 

インターアクト（ＩＡＣ） 
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。 

また、当地区では日韓青少年交流がございます。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。 

ＩＡＣクラブ数 14,911・ＩＡＣがある国の数 145 

インターアクター数 342,953 

2770地区インターアクトクラブ数 34(内 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の内容 

ＲＹＬＡのイベントは、14〜30歳までを対象(2770地区は１

８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 


