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グラムをRI公式プログラムとして発足しました。
そして更に1971年オーストラリアで始まった
RYLA、1972年ヨーロッパ間で行われていた国際
青少年交換などを公式プログラムに加えました。
1979年国連の国際児童年に合わせてRIは「ロー
タリーは子どもを大切に」というスローガンを採
択 し ま し た 、「 ロ ー タ リ ア ン は 青 少 年 の 模 範 」
Every Rotarian an Example to Youth

の標語を

採択しました。
1996年度ルイス・ジアイRI会長は青少年対策を
みなさんこんにちは。

最重点課題と考え、未来を担う新世代が何を望ん

新世代のための委員会の林

でいるかを知るために全世界のクラブが新世代会
議を開催することを要請しこの年度より従来の

です。
毎年の９月はロータリー特

「青少年活動月間」の名称が「新世代のための月

別月間として新世代のための

間」となりました。そしてこれまで14歳〜30歳ま

月間となっております。本日

での若者を対象としていたプログラムが新世代の

はプログラム委員会、森田委員長から新世代のた

ためのプログラムでは小学生あるいはそれ以下の

めの月間についての卓話の依頼をいただきました

子ども達への取り組みが必要。特に子どものしつ

が入会させていただき５年の諸先輩の方々から見

け、幼児教育の重要性、子どもに夢と感動をあた

ればまだまだ新世代の類いでありますので、新世

える奉仕活動の必要性により０歳〜14歳の子ども

代奉仕について自分なりに調べてみました内容を

達も視野に入れた活動に拡大されました。
また、４月に行われた2010年規定審議会で新世

もとにお時間を頂戴いたしましてお話をさせて頂

代奉仕はロータリークラブの活動の土台となるク

きたいと思います。
地球の未来を託すべき新世代の育成は各地区の

ラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕に続く

みならず、全世界の目標でありテーマでもありま

第５の奉仕部門として承認されました。そしてク

す。私たちロータリアンの責務は全ての若い世代

リンギン・スミスRI会長はこの新奉仕部門により

の多様なニーズを認識して、新世代の生活力を高

ロータリーの青少年プログラムの価値とロータリ

めより良き未来を確実なものとすべく将来への準

ーの未来への貢献度が高まると述べております。

備をさせる事であります。ロータリーにおける新

新世代が大切なのはロータリーの未来にとって

世代への奉仕は古くは1908年にすでに始まってい

ばかりではなく、私たちの地域社会や世界全体に

たといわれています。

とっても言える事です。第５の奉仕部門となる新

1959−1960年度ハロルドTトーマスRI会長は青

世代奉仕

New Generations Service

は世界平和

少年奉仕の開発を希望する多くのロータリアンが

と異文化の理解を深め育む交換プログラムを通じ

いる事に気付き検討委員会を発足させ、1962年14

て青少年と若者にとって好ましい変化をもたらす

歳〜18歳の青少年を対象としたインターアクトク

ことを認識するものであり、このような意味で新

ラブがRI公式プログラムとして発足し、その後

世代がロータリーの新たな奉仕部門となり動きは

1968年にはインターアクトプログラムを補完する

じめています。現在、すべてのクラブと地区は新

ため18歳〜30歳を対象としたローターアクトプロ

世代の基本的ニーズを支援するプロジェクトに着

− ２ −

手するよう奨励されております。基本的ニーズと

先ほども申しあげましたが平成24年２月18日

は「健康」「人間の価値」「教育」「自己啓発」で

（土）〜19日（日）の一泊二日のセミナーに篠宮

ありRIにはインターアクト、ローターアクト、ロ

副委員長とともに参加します。今回も歩行ラリー

ータリー青少年指導者養成プログラム、ロータリ

の実施を主な内容として進められる予定になって

ー青少年交換の４つの常設プログラムがありま

おります。委員会以外の松戸クラブ会員の皆様や

す。更にRIは児童および青少年の安全を考え、肉

皆様のご子息や若い社員の方々のご参加を心より

体的、性的および精神的な虐待、特に性的虐待あ

お待ちしておりますのでどうぞよろしくお願いい

るいはハラスメントの防止に関する声明や指針を

たします。自分は過去２回、待山委員長と松本委

設け、その実践を勧めています。

員長の年度のRYLAセミナーに参加をするつもり

松戸クラブでは今年度も松戸市立松戸高等学校

でおりましたが待山委員長の時はインフルエン

への音楽支援をフルサポートとまではまいりませ

ザ、松本委員長の時は進行性虫垂炎による腹膜炎

んが補助的な形での支援を続けてまいります。そ

にかかりともに不参加という結果で終わってしま

して第2790地区の第35回RYLAセミナーヘの参

いました。今年度は頂いたこの役をきちんと遂行

加・協力もしてまいります。

できますよう健康面には十分に注意をして挑みた

RYLAとは口ー夕リー青少年指導者養成プログ

いと思っております。

の頭文

それでは、今一度、今年度のRYLAセミナーヘ

字のR・Y・L・Aを繋いだ造語です。年齢14歳〜

の皆様の奮ってのご参加のお願いをいたしまして

30歳までの才能豊かな若者達がクラブ、複数のク

卓話を終わらせていただきます。

ラム

Rotary Youth Leadership Awards

ラブ、地区もしくは多地区合同レベルでロータリ
アンが主催するセミナー、キャンプまたはワーク
ショップなどに参加し、通常２日〜10日間を過ご
す集中研修プログラムです。RYLAの開催により
参加する青少年にリーダーシップを身につけても
らい、自分の技能と感性を磨き、同世代の仲間や
先輩と関連性のあるテーマについて一緒に考え探
求する機会を提供しロータリーを知ってもらいま
す。
そしてロータリーは青少年を尊重し、かつ青少
年に関心を抱いている事を明らかにする。選ばれ
た青少年指導者およびその素質のある人に実地訓
練を体験させ責任ある有能なボランティア青少年
指導者となる方法を身に付けるよう激励、援助す
る。青少年による青少年への絶えざる力強い指導
を奨励する。青少年のリーダーとして地域社会に
尽くしている多数の青少年の優れた資質を公に表
彰する事などを通して、ロータリアンには受講生
と接する事で新世代をより知ってもらうという目
的効果があります。
− ３ −

は、地震の復興もまだまだのところに今回の災害
と凶事が続いてお見舞いばかりです。
明るい話をしますと、申さんのご次男のご結婚
と世界陸上で室伏氏が金メダルを取りました。お
祝申し上げます。
こんにちは。
松戸東ロータリークラブの
高橋会員がメーキャップにお
出で頂いております。
高橋様には、クラブ会計ソフトの導入に関しお

１号議案

力添えをいただいておりますが、引き続き今後と

10月〜12月プログラムの件
原案通り承認。

も宜しくお願い申し上げます。
さて、台風12号が和歌山県、奈良県などに大き

２号議案

な被害をもたらしました。被災者の皆様にお見舞

12分区会長幹事会議支出の件
原案通り承認。

いを申し上げます。
最近の豪雨は温暖化により、水蒸気の蒸発が増

３号議案

米山梅吉記念館、全国一人100円募金

えて起きているという話を聞いたことがありま

運動の件

す。温暖化の原因は炭酸ガスなどの温室効果ガス

原案通り承認。

増加によるとの説が有力ですが、地球の寒暖のサ
イクルだとする説もあり結論には至っていないよ

４号議案

うです。

５クラブ親睦ゴルフ大会の件
2012年5月23日

、鎌ヶ谷カントリー

クラブにて開催。

台風による土砂崩れで「世界遺産、熊野那智大
社」も本殿の床のところまで埋まっているとのこ
５号議案

とです。

55周年事業の件
常盤会長より説明。継続審議

お寺は「本堂」のみですが、神社は皆さんがお
参りする建物を、「拝殿」お供え物をしたり神主
が祝詞を奏上する建物を「幣殿」御祭神が鎮まっ

６号議案

被災者支援の件
常盤会長より説明。継続審議

ておられる建物を「本殿」と言います。古いお宮
は幣殿の無い神社もあります。
神社は長い歴史を経てお祀りされておりますの

７号議案

会計ソフト導入の件
原案通り承認。

で、地盤の良い安全な場所にあり、東北の震災の
際にも「災害の時は、神社に逃げろ」ということ
も言われたほどですが、里宮と違い修行の場であ

８号議案

11月クラブ協議会日程変更の件
11月16日（第３週）にて承認。

る山奥のお宮はそうもいかないということもあり
ましょう。
会長になったら神社の年中行事やお祭りなどに

９号議案

ついて御挨拶でお話しするつもりでしたが、時局
− ４ −

情報研究会（10/12）、移動例会の件
原案通り承認。

９月27日

振替休会

９月29日

は第10分区合同例会及びロータリ

ー情報研究会

１．クラブ内、会議・連絡事

点鐘

16：00

場所

ザ・クレストホテル柏

・柏東ＲＣ

項等の案内

９月22日

①本日例会終了後、
理事会が

は９月19日 の「沼南の里

ふれ

あいコンサート」終了後の移動例会に変更

ございます。
該当する役員

点鐘 16：00

の方はご出席願います。

場所 FOOL

２．外部からの会議・連絡事項等の案内

９月29日 は第10分区合同例会及びロータリ

①「第35回RYLA実行委員会開催のご案内」が

ー情報研究会

届いております。

点鐘 16：00

９月17日

場所 ザ・クレストホテル柏

、18:00より、千葉市市民会館第

６会議室にて開催されます。

５

②「ロータリー財団地域セミナー及びメジャー

その他
特にありません。

ドナー午餐会開催のお知らせ」が届いており
ます。
ロータリー財団地域セミナー/11月23日
10:30〜18:00、大阪国際会議場にて開催され
ます。
メジャードナー午餐会/11月24日

12:00〜

13:30、リーガロイヤルホテルにて開催され
ます。
③ロータリー囲碁同好会より「第10回ロータリ

【入会】伊原清良君
平成7年9月6日（16年）

ー全国囲碁大会」のご案内が届いておりま

【入会】中澤雅彦君
平成16年9月8日（7年）

す。
10月22日

、10:00開会式、日本棋院会館に

て開催されます。
３．他クラブ会報・その他
活動計画書が松戸北RCより、会報が銚子RCよ

【誕生】加藤

栄君 10日

【誕生】森田

力君 22日

り届いております。
４

例会変更の連絡
・柏南ＲＣ
９月13日

は振替休会

９月17日

は国際奉仕主催

麗澤大学留学生・高校生・米山奨学生との交

【誕生】小泉勝司君 28日

流バーベキュー例会
場所

■入会記念日

水代果樹園

９月20日

は夜間例会・インターゴルフ

場所

赤かぶ

点鐘

18：00

ゴルフ

千葉カントリー

川間コース

島村

善行君

土、屋 政子様
加納 琳子様
小林 京子様
伊原美加子様
■結婚記念日 柳澤
夫妻

■ご夫人誕生日

− ５ −

平成10年9月16日（13年）
8日
20日
20日（小林
23日
24日

登夫人）

土、
屋亮平君／家内の誕生日なので忘れていまし
た。
トウ

９月28日

、PM２:００に

クラブ研修会をユニティビル

森田

力君／誕生祝ありがとうございます。10年

とって69才です。

で開催します。
小泉勝司君／９月28日に満63才になります。だい
ぶ先が短くなりましたがもう少し頑張ろうと思い
ます。

伊原清良君／入会して16年目となりました。松戸
ロータリークラブに身を置いていることによって
自らも努力する様になり、不思議にも、徳とか運
浅井会員

中田会員

が得られたと感じています。妻の誕生日祝いもあ
りがとうございました。１才３ケ月になる利口じ

会員52名

義務会員43名

免除会員 9名

ゃないゴールデンレトリバー２匹と日々格闘して

出席39名

義務会員33名

免除会員 6名

います。

仮欠13名

義務会員10名

免除会員 3名
加藤

栄君／誕生祝有難うございました。

草野

進君

島村

善行君

大川

吉美君

中澤雅彦君／入会して８年目に入り本年度は幹事

小林

登君

橋口

和幸君

川並

芳純君

を務めることになりました。皆様何卒宜しくお願

平松

徹君

三国

大吾君

飛田

勤君

鈴木

昌広君

中山

政明君

松戸東ＲＣ

９月２日

澤田

正宏君

松戸東ＲＣ

９月２日

山田

達郎君

松戸中央ＲＣ

９月１日

本日出席率

79.59％

先々週出席率修正

77.55％→79.59％

高橋

孝夫様

い致します。

松戸東ＲＣ
− ６ −

ニコニコBOX

当日￥40,000

累計￥ 273,000

財

当日￥ 3,310

累計￥ 34,633

団BOX

文責／中田

