
第 1260 回例会　　2012 年 10 月 10 日

本日のソングリーダー　村山　圭治会員

①ロータリー米山奨学記念奨学会より多額のご寄付
に対し感謝状が届いておりますので渡辺会員にお
渡し致します。

　会 長 報 告

①東京上野ロータリークラブより「中国高校生日本
語作文コンクール作品集をご恵送頂きました。ご
覧になられる方は事務局までご連絡下さい。
②来週は被災地支援旅行です。移動例会となります。
③ 10月 3日の例会は休会です。�
２週続けてですのでおまちがえのないようよろし
くお願いします。

　幹 事 報 告

須藤和由様／地区青少年交換委員会の須藤です。
　　今日はよろしくお願いします。
渡辺会員／本日は地区青少年副委員長須藤様、大変
御忙しい中当クラブに卓話に来て頂き誠にあり
がとうございます。

　　またローテックスの細野さんにも感謝致しま
す。ありがとうございます。

島田会員／来週、欠席で申しわけありません。
櫛田会員／ようやくすずしくなって来ました。来週
は福島で奉仕のお務め参加できず申し訳ありま
せん。

ニコニコ BOX   

本日のプログラム
　理事会  11：15 ～ 12：00
　例　会  12：30 ～ 13：00
　卓　話　  13：00 ～ 13：30
　RID2580 における職業奉仕活動の現状報告
　　　　―バンコク国際大会
　　　　　　　職業奉仕分科会の発表を経て―
　　地区職業奉仕委員会副委員長� 中川雅雄氏

（東京浅草ロータリークラブ）
　クラブフォーラム　  13：30 ～ 14：00
　　職業奉仕委員会� 佐野明三郎委員長

次回のプログラム
　例　会� 12：30 ～ 13：30
　卓　話　世界に誇る合同国際奉仕事業
　　　　　（財）ロータリー米山記念奨学会

 事務局長　坂下博康氏　
紹　介　者　渡邊裕之会員

年間100％出席表彰

１０年間皆出席
　　　高崎快彦会員
　１年間皆出席
　　　西島貞枝会員

■ゲスト
　2012-13 年度地区青少年交換副委員長
　東京池袋西ＲＣ会長　� 須藤　和由様　　　
　2580 地区ローテックス
� 細野　薫櫻様　　　

■出席報告

会　員 出席参入
会員数 出席数 欠席数 出席率 9月 12 日分

修正出席率

34名 31 名 12 名 19 名 38.70％ 84.38％

会　員 出席参入
会員数 出席数 欠席数 出席率 9月 5日分

修正出席率

34名 31 名 23 名 8名 74.19％ 93.55％

第 1259 回移動例会

第 1258 回例会



　卓　話　2580 地区・青少年交換の現況
　2012-13 年度地区青少年交換委員会
� 副委員長　　須藤　和由氏　　
　　　　　（東京池袋西ロータリークラブ会長）
　　　　　Ｄ 2580　ROTEX　細野薫櫻さん
　　　　　　　　　紹介者　　渡邊　裕之会員

卓　　話第1258 回例会

はじまり
・青少年交換は、1920 年代、ヨーロッパの少数の
クラブの間で始まりました。ヨーロッパでのこれら
の交換は、第二次世界大戦まで続けられ、その後
1946 年に再開されました。1950 年代には、この相
互交換型で長期的かつ学問的な交換は人気を博し、
ロータリー青少年交換の原型へと発展していきまし
た。1972 年、国際ロータリーの理事会は、価値あ
る国際的な活動として、世界中のクラブに青少年交
換を推奨することに同意しました。今日、毎年 8，
000 人以上の青少年交換学生が海外に渡り、およそ
80カ国で生活し勉学に励んでいます。
・日本では、毎年約 150 人ほどの高校生が、参加
しています。2580 地区は今年度は 10名です。

青少年交換の意義
・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。
・青少年交換は、世界の恒久平和を実現するための
具体的な方法のひとつです。そして恒久平和実現の、
極めて有効な手段のひとつです。

青少年交換プログラムについて
・青少年交換には、３種類の交換プログラムがあり

ます。
・【長期交換】
・通常、１年間のプログラムで、交換学生は受入国
でホストファミリーと生活を共にし、学校に通学す
ることが義務づけられています。参加する学生の多
くは 16歳から 18 歳です。
・【短期交換】
・このプログラムは、数日間から数週間のものまで
さまざまです。学校が休みの期間中に多くは行われ、
通常、学業は含まれません。短期交換は、受け入れ
国の家庭にホームステイをするのが一般的です。国
際青少年キャンプあるいはツアーとして実施するこ
ともできます。
・【新世代交換】
・これは、18歳から 25 歳までの若者を対象に、３
〜６週間の滞在を行う短期の特別交換プログラムで
す。このプログラムには、職業訓練的な内容が含ま
れる場合もあります。

小さな親善大使
・ロータリーの青少年交換プログラムは、留学では
ありません。もちろん派遣先では学校へ行く事が義
務づけられていますが、あくまでも異文化の相互理
解のため「小さな親善大使」として派遣されるので
す。そのため当地区では、派遣までの約１年間、サ
マーキャンプ、ジャパンツアーを始め、委員会のお
こなうオリエンテーション、スポンサークラブでの
例会出席、茶道稽古、ローテックスの主催するフィー
ルドトリップなどに参加する事が義務づけられてい
ます。それは、１年間過ごす派遣先で、「小さな親
善大使」としての責務を果たすことが求められてい
るからです。

終わりに
・約半世紀にわたり続いて来た青少年交換プログラ



ムは、豊かな実績を残して来ました。
　そして現在、50 年前にも増して、このプログラ
ムが必要とされているように思います。国同士、ま
た地域間での戦争、紛争は無くならず、むしろ増え
てきているように思います。
　そうした現代にあって、異文化を知り、共存でき
る精神を持った若者を育成する事は急務でありま
す。そうした人材の育成こそ、世界平和の実現に向
けた具体的な方法のひとつだと思います。
　ロータリーの青少年交
換プログラムは、そうし
た要請に応える事が出来
る、数少ないプログラム
ではないでしょうか。皆
様如何でしょうか？

10 月のお祝い

【会員の誕生日】
　平山　衛会員� 12日　　　
　月井雅夫会員� 13日　　　
　廣内世英会員� 15日　　　
【夫人の誕生日】
　浅原洋子夫人� 1日　　　
　有我久美子夫人� 10日　　　
　島田正枝夫人� 24日　　　
【結婚記念日】
　佐々木通博・道子ご夫妻� 9日　　　
　前田正学・登志美ご夫妻� 17日　　　
　滝澤宏・千枝子ご夫妻� 20日　　　
　山口和夫・桂子ご夫妻� 23日　　　
　時友雅行・珠衣ご夫妻� 27日　　　
　稲川　一・早苗ご夫妻� 29日　　　
　鈴木利貞・貴子ご夫妻� 30日　　　

第 1259 回移動例会　　2012 年 9月 26 日

復興支援バス旅行
―福島のスナップ写真―
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国際ロータリー
第2580地区 北分区合同例会 インターシティミーティング

日　時：2012 年 11 月 14 日㈬
　　　　15：00 ～ 19：30（受付開始 14：30）
会　場：上野精養軒　桜の間
　　　　〒 110-8715
　　　　東京都台東区上野公園 4 番 58 号
　　　　Tel:03-3821-2181 Fax:03-3822-1330
　　　　http://www.seiyoken.co.jp/

ホストクラブ
　東京王子ロータリークラブ
　〒 114-0022
　東京都北区王子本町 1 － 1 － 21
　Tel:03-3909-7556  Fax:03-3909-7586

RI 第 2580 地区北分区ガバナー補佐　高木　義雄
東京王子ロータリークラブ会長　若宮　正英

北分区合同例会、IM 実行委員会委員長　佐藤　博茂　
　時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げ
ます。
　分区内クラブの親睦と研修を目的とするイン
ターシティミーティングは、お互いを知る絶好の機
会であり、そこで今回のテーマを「わがクラブ自慢」
といたしました。
　北分区内 16 クラブにはそれぞれに、いわば 16
通りの奉仕活動が展開されています。
　その詳細を見れば、震災復興支援、趣味・同好会、
先進的なウェブ技能、出席率向上、退会防止の手法
など、今日まで各クラブでは、実にさまざまな「自
慢できる」取り組みがなされてまいりました。
　陰徳を積むことを以て善しとしてきたロータ
リーではありますが、本インターシティミーティ
ングは身内の勉強会と思し召し、裃を脱ぎ、大い
に自慢をし合っていただき、互いの切磋琢磨につ
なげていただければ幸いに存じます。
　さらにクラブ毎の交流をますます盛んにすると
ともに、自慢を自信に変えロータリー精神を堂々
と地域社会に発信することで、結果として新入会
員の増強につなげることができればこれに勝る成
果はありません。
　北分区ロータリアン各位の積極的なご参加、ご
協力を心よりお願い申し上げます。

東京北ロータリークラブ　　　　　　　
例会場：帝国ホテル中2階「光の間」
例会日：火曜日12：30
会　長：栃木一夫　幹事：島﨑克之

東京池袋ロータリークラブ　　　　　　
例会場：ホテルメトロポリタン
例会日：木曜日12：30
会　長：尾﨑武正　幹事：江辺　聡

東京王子ロータリークラブ　　　　　　
例会場：上野精養軒
例会日：水曜日12：30（3 ～ 10月の最終例会は17：30）
会　長：若宮正英　幹事：小澤　徳

東京浅草ロータリークラブ　　　　　　
例会場：浅草ビューホテル
例会日：月曜日12：30
会　長：齋藤興平　幹事：鎌田俊光

東京板橋ロータリークラブ　　　　　　
例会場：東武百貨店14階バンケットホール
例会日：火曜日12：30
会　長：山之内敏彦　幹事：井上道太郎

東京荒川ロータリークラブ　　　　　　
例会場：ホテルラングウッド
例会日：火曜日12：30（第5例会18：00）
会　長：根岸榮宏　幹事：飯田和正

東京小石川ロータリークラブ　　　　　
例会場：椿山荘
例会日：金曜日12：30
会　長：髙月清司　幹事：平野正俊

東京池袋西ロータリークラブ　　　　　
例会場：東武百貨店14階バンケットホール
例会日：月曜日12：30（第5例会18：00）
会　長：須藤和由　幹事：西部孝之

東京上野ロータリークラブ　　　　　　
例会場：上野精養軒
例会日：月曜日12：30（第5例会18：00）
会　長：佐藤　勝　幹事：山本晴彦

東京浅草中央ロータリークラブ　　　　
例会場：浅草ビューホテル
例会日：水曜日12：30
会　長：原田　毅　幹事：宮村義男

東京豊島東ロータリークラブ　　　　　
例会場：ホテルメトロポリタン
例会日：水曜日12：30
会　長：稲川　一　幹事：月井雅夫

東京あすかロータリークラブ　　　　　
例会場：ホテルラングウッド
例会日：火曜日18：30
会　長：池田益夫　幹事：佐藤恒宜

東京本郷ロータリークラブ　　　　　
例会場：ホテルメトロポリタンエドモント
例会日：水曜日12：30
会　長：唐木千暁　幹事：廣瀬英昭

東京板橋セントラルロータリークラブ　
例会場：東武百貨店14階バンケットホール
例会日：金曜日12：30
会　長：花木義明　幹事：山上克之

東京リバーサイド・ロータリークラブ　
例会場：ホテルラングウッド
例会日：木曜日12：30（第5例会18：00）
会　長：遠藤憲治　幹事：郷田浩一

東京後楽ロータリークラブ　　　　　　
例会場：東京ドームホテル42階「シリウス」
例会日：火曜日12：30
会長：戸部　昇　幹事：脇山宗晴

クラブ紹介

プログラム

ご挨拶

登
録 14：30 登録開始

１
部
北
分
区
合
同
例
会

15：00

各クラブ会長、幹事紹介
点鐘、開会宣言
ガバナー補佐挨拶
地区幹事挨拶
会長・幹事報告
地区委員会報告

15：25 閉会点鐘
２
部
イ
ン
タ
ー
シ
テ
ィ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

15：30
IM 実行委員長挨拶
IM テーマ〔わがクラブ自慢〕
各クラブ代表者による発表
講評

17：20 閉会挨拶、次年度ホストクラブ紹介
次年度ホストクラブ会長挨拶

17：30 終了

休
憩 懇親パーティ設営のため別室にて休憩

３
部
懇
親
パ
ー
テ
ィ

18：00 開会の挨拶
乾杯の挨拶

閉
会 19：30 閉会の言葉


