
 

  

 

 
 

2014-2015 年度 RI テーマロータリーに輝きを 「Light Uｐ Rotary」  

 

会長挨拶        会長三上 等          

原点に戻ろう 29 名！みんなのクラブ 

 
 

 

池田地区青少年奉仕部門委員長様にはお忙しいと

ころありがとうございます。宜しくお願い致します。 

青少年奉仕部門には「青少年育成・インターアクト

委員会」「ローターアクト委員会」「ＲＹＬＡ委員会」

「青少年交換委員会」の 4 委員会があり、それぞれ

委員長、委員の方がいらっしゃいます。 

前年度のＲＹＬＡ研修（熊本）には井上直前会長、

中村青少年奉仕委員長、研修生として、大塚幹事の

事務所の社員さんが参加しました。今まででも鹿児

島研修、北海道研修等、さいたま欅クラブはＲＹＬ

Ａ研修には、積極的に参加しております。私も地区

役員として 4 年間ローターアクト・ＲＹＬＡ委員会

に所属させて頂きました。これからの若者がリーダ

ーシップをとって社会に貢献するには非常に良い研

修プログラムだと思います。より多くの会員が参加

して頂きます様宜しくお願い致します。 

10 月は職業奉仕・米山月間となっており、以前に

もご案内させて頂きました通り、10 月 17 日ラフォ

ーレ清水園に於いてセミナーがあります。商売をし

て行く上で非常に参考になる（特に若い方）との事

ですので、積極的に参加お願いします。また 11 月

15 日は地区大会です。15 日は義務出席の方ですが、

16 日は全員登録、全員出席となっております。宜し

くお願い致します。 

ところで先日ＮＨＫの朝ドラの後の番組で、私も

話題にし、大塚奉仕プロジェクト委員長もセミナー

報告で話をしていた、株式会社ユーグレナの“ミド

リムシ”を取り上げていました。ロータリーに入会

していなければ株式会社ユーグレナの社長の話は直

接聞けなかったのだろうな～と改めて思いました。 

 

また、先日たまたま大宮を歩いていましたら、会

員増強コミュニケーションサークル会が開かれてい

て、私も参加させて頂きました。中村増強委員長を

中心に現会員、新しく参加した皆様が和気あいあい

と話をしていて、素晴らしいと思いました。 

地球規模で環境の変化があります。皆様くれぐれ

も気を付けて生活をして頂ければとおもいます。 

感謝 

幹事報告      幹事 陳 麗瓊 
【地区より】 

1. 2015 年 4 月 4 日～6 日 

「2014-15 年度ＲＹＬＡ研修セミナー」の参加者募集 

2. 10 月のロータリーレートは、1 ドル＝106 円 

【クラブより】 

1. 9/19 清水園に於いて 

「IM実行委員会」が開催されました。（幹事出席） 

2. 9/19 19：00 パールトラットディアボラ大宮店に於いて 

「第２回会員増強コミュニケーションサークル会」が開催 

3. 9/26 ラフレさいたま ２Ｆ「サルーテ」に於いて 

「社会奉仕委員会」が開催されました。 

4. 9/28 清水園に於いて 「地区大会実行委員会」開催 

（今後の予定） 

5. 10/4 9：30～ 埼玉会館に於いて 

「ＲＬＩパートⅡ」が開催。 

6. 10/7 20：00～ サルーテ ⇒ 座空 に於いて 

「第 3 回会員増強維持部門委員会」が開催。 

7. 10/17 12：30～ ラフォーレ清水園に於いて 

「職業奉仕月間セミナー＆プレミアム夜話会」が開催 

8. 10/24 19：00～ ホテルブリランテ武蔵野に於いて 

「第 3 回会員増強コミュニケーションサークル会」開催 

今週の中国語 ・・・・・・・・・・・・・ 
  

 

 

委員会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
1. 国際奉仕部門委員長 野原 哲夫会員 

芦竹 R クラブと今後を報告 
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 周末去哪里玩了 
 (週末はどこへ遊びに行きましたか？)  
ぞうもー ちゅー なーり わぁん ら 

) 

にー ちゃう しゃま みんつー 

皆さんこんばんは。 

9 月は新世代のための月間とな

っております。そこで本日はＲＩ

2770 地区青少年奉仕部門委員長

の池田玄一様をお迎えし卓話を

お願いしております。 



月日 
会員 

総数 
出席 欠席 出席率 

9/30 20 16 4 80％ 

 

 

 

2. 会員増強委員会委員長 中村芳彦会員 

部門委員会、ｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝサークル開催 

シャンパン部会発足、入会者募集中！ 

3. 社会奉仕委員会委員長 井上久雄会員 

10/18,19「中央区民まつり」について 

4. 親睦 R委員会委員長  伊藤 操会員 

第 500回例会とクリスマス例会について 

青少年奉仕部門委員長 池田玄一様 

 
を加えて、ロータリーにとって更に重要な位置づけとさ

れました。そして、2013年の規定審議会により、新世

代奉仕から青少年奉仕へと名称変更となりました。イン

ターアクトの韓国ＲＩ第3750地区との交流。ローター

アクトの第2570地区との合同事業。ＲＹＬＡへはロー

タリー米山奨学生、青少年交換学友、財団奨学生の参加。

そして、高校生の青少年交換プログラム。青少年たちが

さまざまな活動を通して、指導力養成や社会奉仕および

国際奉仕プロジェクトへの積極的な参加をしています。

世界平和と異文化の理解を深め育む交換プログラムを

通じて、青少年が成長していきます。我々ロータリアン

自身も青少年奉仕活動により、彼ら・彼女らと共に充実

感を得られることになります。一番大切なことは、イン

ターアクトだけ、ＲＹＬＡだけ、青少年交換だけ、それ

ぞれ単独の活動だけで終わらせないことです。12歳か

ら30歳を中心とした若者たちがこれらのプログラムを

活用し、ロータリーを理解しながら、地域社会、国際理

解、世界平和に向けて、垣根を越え、順を追って参加し

て活動していけるよう推進していかなければいけませ

ん。近年ではこの青少年の中から、様々な分野で活躍し

ている人たちが多数輩出されてきています。青少年奉仕

では、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕と連携を保ちなが

ら青少年の参加を促進し、こうした世代の支援を目的と

したプログラムやリソースをロータリアンが積極的に

提供していくことが重要なのです。2014年4月の財団管

理委員会でロータリーの補助金に関する決定がなされ

ました。地区補助金の要件に青少年プログラム（ロータ

リー青少年交換、RYLA、ローターアクト、インターアク

トなど）活動に資金を充てることが出来るようになりま

した（即時適用）。今後、地区財団委員会で詳細を決め

て頂けると思いますので、その際は是非活用してくださ

い。青少年の旅行に関しましては、RYLAとインターアク

トと青少年交換があります。本年度、当地区青少年奉仕

部門では、未成年者はインターアクトと青少年交換だけ

です。ロータリー章典「青少年の旅行に関する規定」を

順守し、十分な旅行保険をお願いします。 

また、当地区では危機管理委員会が設置されておりま

す。何か問題があった場合は、委員会メンバーを通して

ご連絡をお願いいたします。 

表彰式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 スマイル報告・・・・・・・・・・・・・・・ 
青少年奉仕部門委員長 池田玄一様 。 

本日お世話になります。 

 三上 等会長 本日は RI2770地区青少年奉仕部門

委員長の池田玄一様ようこそいらっしゃいました。

よろしくお願いいたします。 

陳 麗瓊幹事 本日も宜しくお願いします。 

大塚 章仁エレクト 池田様ようこそいらっしゃ

いました。本日はよろしくお願い致します。 

内木 滋郎初代会長 RI2770地区青少年奉仕部門

委員長池田様、本日は卓話有難うございます。い

よいよ秋到来、何事にも頑張りましょう。 

野原 哲夫 P会長 こんばんわ。地区用務で出か

ける日が多いです。本日は池田青少年部門委員長、

卓話楽しみにしています。 

井上 博明 P会長 本日もよろしくお願い致しま

す。池田玄一地区青少年奉仕部門委員長、卓話よ

ろしくお願い致します。 

井上 久雄 P会長 RI2770地区青少年奉仕部門委

員長池田玄一様ようこそ。宜しくお願い致します。

2012-13年度の米山奨学生李少青さんが、10/6結

婚します。お相手は幼なじみだそうです。 

本多 正和会員 青少年奉仕部門委員長池田様、

ようこそお越し下さいました。卓話、楽しみにし

ております。本日もよろしくお願い致します。 

内藤 憲会員 地区奉仕部門委員長池田様、卓話

期待しております。お忙しい折ありがとうござい

ます。本日もよろしくお願い致します。 

伊藤 操会員 今日一日宜しくお願いします。 

井上 久雄会員 本日も宜しくお願い致します。 

住吉 望会員 青少年月間に因んでの卓話を学び

の場として今月は締めです。今日は本多さんと共

に頑張ります。 

冨澤 幸弘会員 学生時代に登山をしていました。

御嶽山の噴火はとてもショックです。日本が火山

大国であることを思い知らされました。 

高野 則子会員 今日も宜しくお願い致します。 

中村 芳彦会員（スマイル報告）青少年奉仕部門

委員長池田玄一様、本日宜しくお願い致します。

楽しみです。 
9/30 19,000 円（会員）累計 276,000 円 

（ビジタ）累計 100,500 円 

（2014.7 月～） 

 

例会日 毎週火曜日 点鐘 19:00  

例会場 ラフレさいたま 5 階  

事務局 さいたま市中央区上落合 1-3-16-205 
 

 

  

 

 

2010 年、新世代が第五の奉仕部門と

なり、従来の新世代育成・インター

アクト、ローターアクト、ＲＹＬＡ

の他に青少年交換プログラムＲＹＬ

Ａ、の他に青少年交換プログラム 

RLI PartⅠ 修了証 大塚 章仁エレクト 

  
 


