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2018～2019年度 第４４年度 第２８回

幹事

＜第４４年度＞

氏家 正俊

通算第２１１５回例会

【会長報告】 ◆ 特になし
【幹事報告】
◆ 2019-20年度版『ロータリー手帳』注文書を回覧しておりますのでお願いします。
◆ 本日例会終了後、２月理事会を行ないますので役員・理事の方はお残り下さい。
◆ 次週（２／１２）例会は「桑原征一ガバナー公式訪問」となっております。例会開会５分前までに
例会場（１２Ｆエメラルド）に背広・ネクタイ着用の上、お集まりをお願いします。

❤ 会員卓話（青少年奉仕委員会）前山佳裕委員長
2018JAPAN ＲＹＬＡセミナー 「地域に生きる、世界に生きる」

【プログラム】

期 日： 2018年5月24日(木)15時～27日(日)12時まで
場 所： 神戸YMCA余島野外活動センター
小豆郡土庄町字余島 TEL 0879-62-2241 FAX 0879-62-2240
登録料： 50,000 円 (3泊4日/1名)
講師 大南 信也 氏 （特定非営利活動法人グリーンバレー 理事長）
1953年徳島県神山町生まれ。米国スタンフォード大学院修了。1996年
頃より「国際芸術家村づくり」に着手。町営施設の指定管理や、町移住
交流支援センターの受託運営など複合的、複層的な地域づくりを推進。
現在、多様性 あふれる人が集う創造地域『せかいのかみやまづくり』を
目指し活動中。
講師 大類 隼人 氏 認定 NPO 法人 FutureCode 理事長/CEO
外科医、救命救急医として経験を積む。元兵庫医科大学助教。災害医
療活動に参加後、現在の認定 NPO法人 FutureCodeを設立し、理事長
を務める。以後途上国で医療活動や人材育成に取り組む。 英国リーズ
大学院にて国際公衆衛生学マスター取得。剣道三段。 ロータリー財団
兵庫学友会 会員
RYLA セミナーの方針
■ 共に語りあおう！
■ 共に成長しよう！

■ 課題を共有・追求しよう！
■ 意識改革に挑戦！

ＲＹＬＡセミナーのねらいは、受講生の皆さんに次のような５つの特色を味わってもらうことにあります。

RYLA セミナーの五つの特色 を活かす
① 高いレベルの講義と討論
② キャビンタイム（親睦とその熟成）
③ 自由と自律

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

④ 余島の自然
⑤ カウンセラーシステム

１．真実かどうか

３．好意と友情を深めるか

２．みんなに公平か

４．みんなのためになるかどうか

恵まれた自然の余島で、テーマに基づく講義、キャビンタイム、思索の時間、バズセッション、フォーラム
などを通して、学び、語り合い、考えていただきたいと思います。

＜青少年奉仕委員会の活動＞
◎インターアクト：１２～１８歳を対象とした学校または、地域社会をベースにグローバルなリーダー
シップを要請するための活動
◎ローターアクト：１８～３０歳の青少年を中心にリーダーシップやキャリアに役立つスキルの向上
を目指す
◎ライラ：若い男女のリーダーシップの育成・要請を目指したプログラム2670地区では毎年、神戸
ＹＭＣＡ余島野外研修センターで開催されている
◎新世代委員会：上記３項以外をテーマに実施

ＲＹＬＡとはなに？
◎世界に120万人いる国際ロータリーが推進する次世代を担うリーダーを養成するための要請計画：
Ｒｏｔａｒｙ Ｙｏｕｔｈ Leadership Ａｗａｒｄｓの略語
◎小豆島のすぐ近くの余島で開催され、初対面の青年男女が講義、フォーラム、バズセッション等に
より和を学び、自己の成長を学ぶもの。
◎第2670、第2680地区が共同して開催、2018年で40回となり、テーマは地域に生きる、世界に生きる

ＲＹＬＡセミナー
◎1959年にオーストラリア発祥、1971年に国際ロータリーで正式採用となる。
◎コアカリキュラムはリーダーシップの基本と倫理、コミュニケーションスキルと問題解決能力の育成
ロータリーの地域社会、国際社会への貢献を盛り込むことを推奨。
◎2018年JAPAN RYLAセミナーは日本全国の20歳以上の受講生を対象に3泊4日の組織キャンプ。
ロータリアンとロータリアン夫人が受講生と寝食を共にしカウンセラーを務めたりハイレベルな講義
を受講し、大いに議論して友情を深めるもの。

まとめ
◎ロータリーがＲＹＬＡセミナーを実施している意味は？
⇒有意義な講演、思索、バズセッション等を通じてロータリーの思いを伝えると同時に、リーダー
としてより高い心構えを養って欲しいという思いを続けているから。
★人と出会い、神と交わり、愛の日のもえる気持ちを共有してほしい

元ＲＩ理事長の故今井鎮雄先生
礎石より

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。
具体的には、次の各項を奨励することにある。
第 1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。
第 2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕
する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。
第 3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々，奉仕
の理念を実践すること。
第 4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和
を推進すること。
付記：「ロータリーの目的」の 4 つの項目は、等しく重要な意味を持ち、また同時に行動 を
起こさなければならないものであるということで、RI 理事会の意見が一致している。

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか

３．好意と友情を深めるか

２．みんなに公平か

４．みんなのためになるかどうか

【本日のニコニコ】
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本日、会員卓話を無事終えて
前山 青少年奉仕委員長。卓話ありがとうございました。
前山 青少年奉仕委員長。卓話ありがとうございました。
前山 青少年奉仕委員長。卓話ありがとうございました。
８２歳になり。まだ元気を喜んで
西日本ルックに放送されて（2018.12.2）
丸亀ハーフマラソン 完走できました。

【来訪ロータリアン】 （なし）

西日本ルックより

【メークアップ】 （なし）
【出席報告】
会員総数

３９名

３９名

青少年奉仕委員長

会長
幹事
Ｓ･Ａ･Ａ
さん
さん
さん

丸亀ハーフマラソン
５人全員完走できました！

＜２月５日（火）現在＞

第２１１５回例会
出席免除会員数 出席計算会員数

３名

３６名

出席会員数 欠席会員数

３０名

出席免除会員数 出席計算会員数

３名

３６名

６名

出席率

８３．３３％

＜１月２２日（火）例会分＞

第２１１３回例会
会員総数

：前山 佳裕
：稲毛 謙二
：氏家 正俊
：小宮山 滋
：秋山 光宗
：久保田剛司
： 劉 冰

出席会員数 欠席会員数

３０名

６名

出席率

８３．３３％

【２月１２日（火）の例会】 桑原ガバナー公式訪問
【２月１９日（火）の例会】 ＰＥＴＳ報告；ＤＴＴＳ報告
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。
具体的には、次の各項を奨励することにある。
第 1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。
第 2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕
する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。
第 3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々，奉仕
の理念を実践すること。
第 4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和
を推進すること。
付記：「ロータリーの目的」の 4 つの項目は、等しく重要な意味を持ち、また同時に行動 を
起こさなければならないものであるということで、RI 理事会の意見が一致している。
オークラホテル丸亀 ☎23-2222
ＭＡＲＵＧＡＭＥ ＥＡＳＴ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ
例会場
〒763-0011 丸亀市富士見町3-3-50

事務所
例会日

オークラホテル丸亀４３０号室
毎週火曜日 PM12:30～PM1:30

TEL：0877-21-6611 FAX：0877-21-6655
URL：http://www.marugame-east-rc.com
E-Mail：merc@soleil.ocn.ne.jp

