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・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘          福井副会長 

 

・・・・ロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ン ググググ    

「それでこそロータリー」 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソングリーダー 寺口 美由紀会員 

    

・・・・入 会 記 念入 会 記 念入 会 記 念入 会 記 念 祝祝祝祝    

安藤 整治会員  H2. 6. 1（27年目） 

    

・・・・誕 生誕 生誕 生誕 生 祝祝祝祝    

    森江 洋之会員  Ｓ37. 5. 26（55歳） 

 菊地 裕司会員  Ｓ52. 5. 22（40歳） 

 川野 龍弥会員  Ｓ48. 5. 31（44歳） 

 長江  勉会員  Ｓ26. 6. 1（66歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

菊地 裕司会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森江 洋之会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長江  勉会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川野 龍弥会員 

 



・・・・結 婚結 婚結 婚結 婚 祝祝祝祝    

    長江  勉会員  Ｓ52. 5. 25 （40年目） 

 

    

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶        福井副会長福井副会長福井副会長福井副会長    

 

 

 

 

 

 

 

 

今日は、会長が仕事の関係で欠席ですので、私から

報告させていただきます。 

私は、今月出張が重なり例会出席が減ってしまいま

した。札幌、横浜への出張ですが、タイミングが悪

く非常に気温の高い日に行ったので暑さで疲れてい

ました。私の体も寒冷地仕様になっているので釧路

に帰ってきて生き返ったような気がします。今年の

夏は暖かい日が続くと言われています。これからは

湿度も上がってきますので、熱中症に気を付けて水

分補給などの体調管理をして頂きたいと思います。

今年度もあと一か月ですので宜しくお願いします。 

 

 

 

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

****    6月のロータリーレートは、1ドル＝110円となり

ます。 

****    釧路ベイＲＣ様より、20周年記念式典の礼状が届

いております。 

****    第 2500 地区駒形ガバナーより、地区大会の報告

書ということで、ＤＶＤｇｓ届いております。お

持ち帰りください。 

****    日本赤十字社北海道血液センターから、4月 1日

付で所長が交代した旨の案内が届いております。 

****    根室ＲＣ様より、会報報告が届いております。 

****    植樹経過です。長井会長より画像にて、回覧して

いるので見てください。 

****    5 月定例理事会と次年度クラブ協議会ということ

で、5月 29日（月）18:30～ りをふくにて。 

6月 2日（金）10:30～釧路運動公園 

    6月 10日（土）11:00～千代の浦マリンパーク 

 

 

 

・・・・委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 

親睦委員会親睦委員会親睦委員会親睦委員会    

・本日のニコニコ献金 

 安藤 整治会員  入会記念祝として 

 森江 洋之会員  誕生祝として 

 菊地 裕司会員  誕生祝として 

 川野 龍弥会員  誕生祝として 

長江  勉会員  誕生祝、結婚祝として 

 寺口美由紀会員  無事 3周年イベント 

終わりました。 

 亀岡  孝会員  第 7分区チャリティーパーク

ゴルフ大会で優勝しました。 

 上川原昭会長エレクトより 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/29 クラブ協議会がありますので、皆様宜しくお願

いします。 

 

 



・本日のプログラム・本日のプログラム・本日のプログラム・本日のプログラム    

「「「「    青少年奉仕月間に因んで青少年奉仕月間に因んで青少年奉仕月間に因んで青少年奉仕月間に因んで    」」」」        

                                                            担当担当担当担当    ロータリー情報ロータリー情報ロータリー情報ロータリー情報委員会委員会委員会委員会    

◆◆◆◆長江長江長江長江    勉会員勉会員勉会員勉会員    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーの青少年プログラムロータリーの青少年プログラムロータリーの青少年プログラムロータリーの青少年プログラム 

• ローターアクトローターアクトローターアクトローターアクト 

• インターアクトインターアクトインターアクトインターアクト 

• ロータリー青少年交換ロータリー青少年交換ロータリー青少年交換ロータリー青少年交換 

• ロータリー青少年指導者養成ロータリー青少年指導者養成ロータリー青少年指導者養成ロータリー青少年指導者養成プログラムプログラムプログラムプログラム    （（（（RYLARYLARYLARYLA）））） 

1.1.1.1.     ローターアクトクラブローターアクトクラブローターアクトクラブローターアクトクラブ    

若いグローバルリーダーのネットワーク若いグローバルリーダーのネットワーク若いグローバルリーダーのネットワーク若いグローバルリーダーのネットワーク    

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。 

・・・・ウガンダウガンダウガンダウガンダ     

Bugolobiローターアクトクラブは、地元の医師、学校、団

体（Uganda Health Marketing Group）と協力して、近隣

の村の住民 1000 人以上を対象に、健康診断、歯科検

診、HIV の検査と予防教育を無料で実施。地元の学校

に教材も寄贈しました。 

・・・・トルコとロシアトルコとロシアトルコとロシアトルコとロシア     

トルコとロシアの 12 のローターアクトクラブが、複数の地

元団体と協力して、ダウン症の成人への職能研修を実

施しました。さらに、参加者が研修で身につけたスキル

を実践できるよう、就職支援も行いました。 

・・・・フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン        

都市部から離れた場所に住む子どもたちの健康を守る

ため、ローターアクターが雨水を利用する安全な貯水タ

ンクを設置し、村にきれいな水をもたらしました。さらに、

病気予防のための衛生教育を子どもたちに行い、皮膚

感染や寄生虫感染の治療も行いました。 

・ローターアクトクラブ数    9,522 

・ローターアクター数    291,006 

・ローターアクトクラブがある国の数  177 

ローターアクトの活動内容ローターアクトの活動内容ローターアクトの活動内容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。 

以下の機会にイベントや活動に参加し、ローターアクト

の活躍を多くの人にアピールしましょう。 

• 世界ローターアクト週間 

• ローターアクト地区行事／多地区合同行事 

• ローターアクト国際大会前会議 

• インターロータ大会 

• 国連で開かれる「Rotary Day」 

• 世界青少年奉仕デー（Global Youth Service Day） 

上記イベントと参加方法はローターアクトハローターアクトハローターアクトハローターアクトハンドブックンドブックンドブックンドブックを

ご参照ください。 



参加方法参加方法参加方法参加方法    

地元にローターアクトクラブがあるかどうか最寄りのロー

タリークラブにお尋ねください。ローターアクトクラブが

ある場合には、クラブに直接連絡して、次回の会合、プ

ロジェクト、イベントへの参加に関心があることを伝えま

しょう。 

ローターアクトのフェイスブックページフェイスブックページフェイスブックページフェイスブックページとツイッターツイッターツイッターツイッターで、

世界中のローターアクトクラブの活動の様子をご覧くだ

さい。 

ロータリークラブがローターアクトクラブをロータリークラブがローターアクトクラブをロータリークラブがローターアクトクラブをロータリークラブがローターアクトクラブを

提唱する方法提唱する方法提唱する方法提唱する方法    

ローターアクトクラブの提唱を通じて、地元の若者がリ

ーダーシップスキルを磨き、生涯の友情を培い、社会

に貢献するのを支援できます。学ぶ意欲とボランティア

精神が旺盛なローターアクト会員は、地元に変化を生

み出し、ロータリークラブの貴重なパートナーとなるでし

ょう。 

ローターアクトでできることローターアクトでできることローターアクトでできることローターアクトでできること    

世界中に会員がいるローターアクトでは、多くのことが

可能となります： 

• 地元や海外でボランティア活動を行い、持続可能

な変化を生み出す 

• 異業種の交流を広げ、地元リーダーと交わる 

• リーダーシップ研修を通じて職業人としてのスキル

を磨く 

• ロータリー会員特典プログラム「ロータリー グロー

バル リワード」を通じて、国内や海外のホテルやレ

ンタカーなどの割引を利用する 

• 世界中に友人をつくり、国際交流を楽しむ 

• 毎年開かれるロータリー国際大会とローターアクト

大会前会議に出席し、ローターアクトのグローバル

ネットワークとのつながりを深める 

2.2.2.2.     インターアクトクラブインターアクトクラブインターアクトクラブインターアクトクラブ    

世界に友だちを広げながらボランティア世界に友だちを広げながらボランティア世界に友だちを広げながらボランティア世界に友だちを広げながらボランティア

精神と国際感覚精神と国際感覚精神と国際感覚精神と国際感覚を身につけるを身につけるを身につけるを身につける    

インターアクトクラブでは、12～18 歳の中学・高校生が、

地元でのボラン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。 

• アメリカアメリカアメリカアメリカ     

インターアクターとロータリークラブが協力して、耐久性

のあるサッカーボールをベトナムの子どもたちに寄贈し

ました。 詳しくはこちら（英語）詳しくはこちら（英語）詳しくはこちら（英語）詳しくはこちら（英語） 

• ネパールネパールネパールネパール     

小学生の健やかな成長をサポートする「手洗い・衛生キ

ャンペーン」のために、インターアクターがユニークな方

法で募金を行いました。「変化の種をまく（「変化の種をまく（「変化の種をまく（「変化の種をまく（SEEDS OF SEEDS OF SEEDS OF SEEDS OF 

CHANGECHANGECHANGECHANGE）」の動画をご覧ください）」の動画をご覧ください）」の動画をご覧ください）」の動画をご覧ください。 

• カナカナカナカナダダダダ        

ある高校のインターアクターたちは、貧しい人びとへの

食料の寄贈やポリオ撲滅のための募金に、日々取り組

んでいます。「インターアクトで最高の日（「インターアクトで最高の日（「インターアクトで最高の日（「インターアクトで最高の日（OUR BEST OUR BEST OUR BEST OUR BEST 

DAY IN INTERACTDAY IN INTERACTDAY IN INTERACTDAY IN INTERACT）」の動画をご覧ください）」の動画をご覧ください）」の動画をご覧ください）」の動画をご覧ください Next 

インターアクトでできることインターアクトでできることインターアクトでできることインターアクトでできること    

インターアクトクラブはたくさんの可能性にあふれていま

す。 

 



• 学校や地元地域でボランティア活動をする 

• 異文化について学び、国際親善に貢献する 

• 学校や地元地域でリーダーシップを発揮する 

• 楽しみながら、世界中に友だちをつくる 

・インターアクトクラブ数    20,372 

・インターアクター数      468,556 

・インターアクトクラブがある国の数  159 

インターアクトの活動内容インターアクトの活動内容インターアクトの活動内容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。 

以下の機会にイベントや活動に参加し、インターアクト

の活躍を多くの人にアピールしましょう。 

• 世界インターアクト週間 

• インターアクト・ビデオコンテスト 

• 国連で開かれる「Rotary Youth Day」 

• 世界青少年奉仕デー（Global Youth Service Day） 

参加方法参加方法参加方法参加方法    

学校にインターアクトクラブがあるかどうか学校に問い

合わせるか、地元にインターアクトクラブがあるかどうか

最寄りのロータリークラブにお尋ねください。インターア

クトクラブがある場合には、クラブに直接連絡して、次回

の会合、プロジェクト、イベントへの参加に関心があるこ

とを伝えましょう。 

 

ロータリークラブがインターアクトを提唱ロータリークラブがインターアクトを提唱ロータリークラブがインターアクトを提唱ロータリークラブがインターアクトを提唱

する方法する方法する方法する方法    

インターアクトクラブの提唱を通じて、青少年によるボラ

ンティア活動やリーダーシップ養成を支援し、若者のエ

ンパワメントを後押しできます。インターアクトは、中学・

高校の年代の若者たちが自分の可能性を発見し、国際

感覚を身につける機会となります。ロータリークラブにと

っても、若い世代との交流を通じてクラブに活力がもた

らされるでしょう。 

 

3.3.3.3.     ロータリー青少年交換ロータリー青少年交換ロータリー青少年交換ロータリー青少年交換    

交換留学の実施交換留学の実施交換留学の実施交換留学の実施    

人生を変えるような貴重な経験を若者に味わってもらい

たい。そんな思いをかたちにできるのが「ロータリー青

少年交換」です。学生たちが新しい文化や習慣に触れ

ることで、グローバルな理解が芽生え、平和の土台が築

かれます。さらにその恩恵は、学生たちだけでなく、留

学生を世話するロータリークラブやホストファミリーにも

及びます。 

交換の種類交換の種類交換の種類交換の種類    

短期短期短期短期交換交換交換交換：数日間から数カ月間までの短期交換は、

夏休みや春休みといった学校が休みの期間に行われ

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ともに合宿やツアーに参加す

ることもあります。 

長期交換長期交換長期交換長期交換：海外で1年間を過ごす長期交換では、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。 

実施している交換の種類は地区によって異なるため、

交換学生の派遣や受け入れに関心のあるクラブは、地

区の青少年交換委員長までお問い合わせください。 



クラブが青少年交換に参加するには？クラブが青少年交換に参加するには？クラブが青少年交換に参加するには？クラブが青少年交換に参加するには？    

青少年交換は地区によって運営されますが、交換の成

功にはクラブ、ロータリアンとその家族、地域社会の人

びとの協力を欠かすことができません。 

参加に関心のあるクラブは、地区の青少年交換委員長

に連絡してください。また、新しい交換を始める前に、

「青少年交換要覧」と地区の方針を確認しておきましょ

う。 

青少年交換でクラブが果たす役割青少年交換でクラブが果たす役割青少年交換でクラブが果たす役割青少年交換でクラブが果たす役割    

地元から海外へ、また海外から地元への交換留学生の

ための手配や世話に加え、クラブは次のような役割を担

うこともあります。 

• 地区と調整を図りながら青少年交換の活動を実施

する地区での青少年交換会議に出席する 

• 出席が義務付けられている行事（オリエンテーション

や地区大会）に交換留学生が出席するよう確認する 

• 青少年交換役員、ロータリアン・カウンセラー、ホスト

ファミリーなど、そのほかの役割については「青少年

交換要覧」をご参照ください。 

学生を海外に派遣する学生を海外に派遣する学生を海外に派遣する学生を海外に派遣する    

青少年を外国に派遣することには、大きな責任が伴い

ます。学生の募集から留学中のケアまで、クラブが以下

の事柄に協力するよう求められる場合もあります。 

• 交換留学生の募集 

• 地区での最終選考のための候補者との面接 

• 出発前のオリエンテーションや研修の実施 

• 経済的な負担やプログラムの規則について親や保

護者に説明 

• 交換留学中の学生との連絡 

海外からの交換留学生を受け入れる海外からの交換留学生を受け入れる海外からの交換留学生を受け入れる海外からの交換留学生を受け入れる    

海外からの交換留学生にとって、一番の頼りとなるの

がクラブです。クラブが以下の事柄に協力するよう求

められる場合もあります。 

• ホストファミリーの募集と選考 

• 交換留学生が通う学校との連絡 

• ボランティアやホストファミリーへの研修 

• 交換が始まる前の留学生との連絡 

• 留学生到着後のオリエンテーションの実施 

• 地域社会やロータリーの活動（ロータリークラブ、

インターアクト、ローターアクト、RYLA イベントな

ど）への交換留学生の参加の手配 

多地区合同青少年交換グループ多地区合同青少年交換グループ多地区合同青少年交換グループ多地区合同青少年交換グループ    

広い地域にわたって地区が合同でロータリー青少年交

換を実施する場合もあります。地元エリアに多地区合同

青少年交換グループがあるかどうかは、地区の青少年

交換委員長にお問い合わせください。 

学生の安全と地区の認定学生の安全と地区の認定学生の安全と地区の認定学生の安全と地区の認定    

海外留学は楽しく、貴重な経験ですが、政情不安、自

然災害、犯罪、事故、病気などのリスクもあります。学生

の安全を守るため、地区がロータリー青少年交換プログ

ラムに参加するには RI から認定を受ける必要がありま

す。海外地区との交換を計画する前に、認定を受けて

いない地区のリストを確認しておきましょう。 

ロータリー 青少年保護の手引きに掲載されている「青

少年と接する際に行動規範」および学生の安全とリスク

管理に関する情報をご参照ください。 

青少年交換での留学に関心のある方へ青少年交換での留学に関心のある方へ青少年交換での留学に関心のある方へ青少年交換での留学に関心のある方へ    

交換留学に関する詳細は、最寄りのロータリークラブま

でお問い合わせください。 



4.4.4.4.    RYLARYLARYLARYLA 

RYLARYLARYLARYLA イベントの実施イベントの実施イベントの実施イベントの実施    

地域社会の次世代のリーダーがつながり、アイデアを

広げ、行動を起こすきっかけを生み出すのが、「ロータ

リー青少年指導者養成プログラム」（Rotary Youth 

Leadership Awards、通称「RYLA」）のイベントです。 

RYLRYLRYLRYLAAAA とは？とは？とは？とは？    

RYLA は、クラブや地区（または複数地区合同）によっ

て実施される、若者のためのリーダーシップ養成プログ

ラムです。イベントは、1 日のセミナーや 3 日間～1 週間

の合宿など、目的、リソース、参加者の種類によってさ

まざまな形で実施されます。年齢に決まりはありません

が、多くのイベントは高校生、大学生、若い社会人を対

象としています。イベントの目的も、家庭に問題を抱え

た青少年を支援する、インターアクトやローターアクトの

リーダーシップ能力を高める、ロータリー学友と再びつ

ながる、職業人のリーダーとなる人材を育てるなど、多

岐にわたります。 

はじめようはじめようはじめようはじめよう    

RYLA の企画は、以下の各点を決めることからはじめま

しょう。「RYLA の手引き」には参考となる情報が掲載さ

れています。 

• イベントの対象者 

• イベントの目標と成功の目安 

• イベントの種類（合宿、ワークショップ、セミナー、そ

の他） 

• 主催者（クラブ、地区、複数地区合同） 

• イベント資金の調達方法 

• カウンセラーとボランティアの募集方法 

• 参加者の募集方法 

 

イベントのプログラムを決めるイベントのプログラムを決めるイベントのプログラムを決めるイベントのプログラムを決める    

イベントの種類が決まったら、具体的なプログラムを計

画します。参加者の年齢や関心に合った内容とし、過

去の RYLA イベント経験者からも意見やアイデアを聞い

てみましょう。 

RI 理事会が推奨する RYLA プログラムの主題のリストは、

「RYLA の手引き」をご覧ください。 

青少年の保護とリスク管理青少年の保護とリスク管理青少年の保護とリスク管理青少年の保護とリスク管理    

ロータリーは青少年の安全を最優先しています。RYLA

委員会や参加するボランティアは、RYLA イベントに先

立って青少年保護に関する研修を受けるべきです。参

加者の安全を守り、リスクを抑えるための方法は、

「RYLA の手引き」をご参照ください。地元地域以外の

RYLA イベントに参加するために青少年が遠方に赴く

場合、長距離旅行や海外旅行に関する特別条項が記

載された青少年の旅行に関するロータリーの方針を事

前にお読みください。青少年と接する際の行動に関す

る声明、および学生の安全とリスク管理に関する情報は、

ロータリー 青少年保護の手引きをご参照ください。 

RYLARYLARYLARYLA イベントに参加するには？イベントに参加するには？イベントに参加するには？イベントに参加するには？    

近くで RYLA イベントが開催される予定があるかどうか

を、最寄りのロータリークラブにお問い合わせください。

世界中で実施されているイベントについては、RYLA の

フェイスブックでもご覧いただけます。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆    

・・・・次回次回次回次回のプログラのプログラのプログラのプログラムムムム 

６月２日（金） 

「 植樹例会 」移動例会 

会場 大規模運動公園10:30～ 

 担当：環境青少年委員会 

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘                                                        福井副会長 

今週の会報担当：工藤ゆかり会員 


