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＜ビジター・ゲスト＞ 
第２５７０地区青少年奉仕部門アクト委員会 

委員長 川越ＲＣ     坂口 孝 様 
第２５７０地区青少年奉仕部門アクト委員会 

委員 川越ＲＣ      和田尚也 様 

米山記念奨学生     李 秀美 様 

≪今月のお祝い≫    

 

＜会長の時間＞ 関谷永久会長 

五月は青少年奉仕

月間として国際ロ

ータリーRI は定め

ています。青少年

育成の担い手とし

て日本では青少年

育成都道府県民会議・同市町村民会議な

どが設けられています。これらは青少年

育成の国民運動を展開している団体で、

殆ど全ての地域地区にあります。そこで

の主な運動は「少年の主張大会」や「青

少年育成地方大会」といった啓発イベン

ト，青少年や青少年団体への表彰や支

援，非行防止や健全育成のためのパンフ

レット・ポスター作成をはじめとする広

報啓発活動などの様々な事業をしていま

す。これらは地域に居住する全ての青少  

 

年を対象とした国民運動化を目標として

います。一方ロータリープロジェクトと

しては 14 歳以上の地域の教育機関などか

ら選ばれた青少年が広く奉仕の心を養い

自己成長を遂げる為のプログラムを用意

しています。新世代への奉仕に関する分

野の中でも、教育分野では青少年交換、

自己開発分野では、インターアクトクラ

ブ、ローターアクトクラブ、ＲＹＬＡが

理事会で採択された RI の常設プログラム

であります。初めに RI 理事会は 1962 年

のローターアクトから次々と新世代のプ

ログラムを決定していきました。自己開

発の 14 歳から 30 歳までの青少年の各種

プログラムは豊かで実りある次世代を育

むためのものであります。そして地区や

クラブを中心としたロータリー活動は若

い人々すべてを含む新世代の多様なニー

ズを認識・理解して彼らのより良い未来

を確かなものにして将来への準備をさせ

るという責務を負っているのでもありま

す。そして制度上「インターアクトもロ

ーターアクト」も高校や大学を基盤とす

る場合、提唱クラブは学校当局が全学生

団体ならびに課外活動に関して定めたの

と同じ規則と方針に従わなければならな

いとなっています。IAC はその殆どが高

校生のクラブ活動の一つとして活動して
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います。「RYLA（ロータリー指導者育成

プログラム）」の目的は、地域社会の若

い人々の指導力（リーダーシップ）およ

び善良な市民としての資質や個人の能力

を伸ばすことにロータリアンが直接関与

できる特別な機会を設けることでありま

す。最後に「青少年交換」このプログラ

ムは海外の人々と交流し、異文化を体験

し、外国の生活のあらゆる側面を直接学

ぶ機会を青少年に提供しています。異文

化出身の学生との幅広く親密な交流を通

じて、受け入れクラブ、ホストファミリ

ー、そして地域社会全体も豊かになるこ

とが期待されます。この青少年奉仕部門

の 2570 地区委員では加藤 PG のもとで後

藤賢治会員が活躍され期待に応えていま

す。 

＜幹事報告＞  宮崎正文幹事  

第 11 回 定例理事会 議事録     

〈協議事項〉 

1. わんぱく相撲入間大会協賛金について 

2. その他 

・ 5/17（木）例会が、西山荘にて開催 

・ クールビズについて 

・ 第 7 回いるま環境フェアへの協賛

金について 

・ 次年度第 3 グループＩＭについて 

〈報告・予定等〉 

Ⅰ（RC 関係）             

ネパールグローバル補助金事業中間

報告 5 月ロータリーレート 108 円/㌦   

5/10（木）新年度第 1 回クラブ協議

会 5/13（日）新会員研修セミナー   

5/16（水）五大奉仕家庭集会    

5/20（日）青少年奉仕部門 オリエ

ンテーション閉講式及び歓送行事     

5/22（火）狭山中央 RC 創立 25 周年

記念パーティ             

5/26（土）「ロータリーの森」奉仕

活動 6/14（木）第 3 グループ新旧会

長幹事会            

6/17（日）2017～18 年度 年度末地

区役員合同会議             

Ⅱ（RC 以外）           

5/7（月）狭山市入間市暴力排除推進

協議会総会               

5/8（火）入間市観光協会総会    

5/14（月）入間市民憲章推進協議会

総会              

5/14（月）入間市交通安全対策推進

協議会定期総会              

5/16（水）入間市国際交流協会総会

5/16（水）入間市工業会創立 50 周年

記念講演･祝賀会        

5/23（水）入間市商工会通常総代会  

5/26（土）入間市環境まちづくり会

議総会                 

6/10（日）第 24 回わんぱく相撲入間

大会                

委員長報告 
＜会報・雑誌委員会＞吉沢 誠十委員長 

★今月は青少年奉仕月間です★ 

〇横のページ 

P7～ ＜青少年交換学生を受け入れる＞ 

  ホストファミリィー体験談 

〇縦のページ 

P20 ＜卓話の泉＞世界をつなぐ切手 

P20Ｐ21 ＜私の一冊＞ 

福翁自伝      福沢諭吉自叙伝 

愛に生きる 才能は生まれつきではない 

Ｐ28 ロータリーアットワーク 写真編 

東松山ＲＣ   会社のキャッチコピー

を考えよう 

＜出席報告＞  一柳達朗委員 

事前欠席連絡 4名 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 田中快枝ＳＡＡ 

★本日は卓話をさせていただきます。「川

越ＲＣ坂口孝様」★本日はメーキャップ

で参加させて頂きます「川越ＲＣ和田尚

也様」★ 坂口様、和田様ようこそ入間

RCへ、本日の卓話楽しみにしております。

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

43名 27名 67.50％  
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「関谷永久君、宮崎正文君、田中快枝君、

晝間和弘君、豊田義継君、忽滑谷明君、」 

★早退します。「関根靖郎君、山岸義弘君、

友野政彦君」 
 

本日\31,000 累計\791,164 

■回覧、配布物 

① ガバナー月信 4月号 

② ロータリーの友 5月号  

③ 他クラブ週報、例会変更他お知らせ 

④ グローバル補助金についての報告 

⑤ 5月 17日(木)西山荘例会出欠表 

⑥ ネパール奨学里親申込み確認表 

 

■■■講 師 卓 話■■■ 
 

明治 42年

＜1909年＞

創業  

(株)福登美  

3代目店主 

 

第 ２ ５ ７ ０ 地 区 青 少 年 奉 仕 部 門      

ア ク ト 委 員 会  委 員 長          

川越ＲＣ      坂口 孝 様 

 

地区協議会では青少年奉仕活動について

ＲＬＩ方式で行いますが、参加者のほとん

どの方がインターアクト・ローターアクト

についてあまり知らないことが多いです。 

インターアクトクラブ：12 歳～18 歳を対

象に学校又は地域社会をベースとして活

動をしていきます。青少年活動に関する活

動（人の為になる活動・学校や地域社会で

の活動、国際理解を育むための活動）をし

ます。 

ローターアクトクラブ：18歳～30歳 

チームワークで社会に変化をもたらした

い、リーダーシップやキャリアに役立つス

キルを磨きたい同年代の人たちとの交流

を通じて、可能性を広げたい。このような

方をローターアクトクラブは求めていま

す。ロータリーを通じて奨学金や平和フェ

ローシップを受けて大学・大学院で学ぶ、

ＲＹＬＡ（ロータリー青少年指導育成プロ

グラム）に参加する等も可能になります。 

両クラブともロータリ－クラブがスポン

サーです。日本初のインターアクトクラブ

は仙台育英学園高校です。2570地区では 

川越ロータリークラブが 1965 年に設立。

現在６クラブです。両クラブを通じて将来

的にはロータリークラブの会員になって

いただきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行 入間ロータリークラブ 
■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7ハイツ斎竹 101号 Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788 

■Email   iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp 

■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆバンケットホール Tel.04-2963-1111 

■例会日：木曜日 12：30～13：30 ■会報委員：吉沢誠十 吉永章子 繁田光 間野尚 佐藤輝武 
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