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点鐘・開会宣言・歌唱

お客様
＊9/5 卓話者
野口隆史様
(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区青少年奉仕委員長 神奈川RC)

第５例会記録(プログラム)
【第９回 ９月５日(木) 】
卓話｢地区青少年奉仕委員会の活動について｣
野口隆史様(第2590地区青少年奉仕委員長 神奈川RC)

本年度地区青少年奉仕委員長の野口隆史です。
先程､鈴木会長と会談しましたが､当ｸﾗ ﾌﾞは青少年奉仕
活動に関しては疎いとの事でありましたので､当地区の
活動を交えお話をさせて頂きます。

RIにおける青少年奉仕の概念は1923年ｾﾝﾄﾙ ｲｽ国際大
会において討議されたのが始まりと言われています｡
その後ｲﾝﾀｰｱｸﾄ ､ﾛｰﾀｰ ｱｸﾄ､RY LA､青少年交換と着実に活動
の幅を広げ､19 96～1997年度に「子どもたちがお母さん
の胎内に宿っている時から､私たちは彼らに関心を持た
なければいけない｡｣という考えから対象を0歳から30歳
とし､｢新世代｣という言葉が採用されました｡
そして2010年4月の規定審議会において｢新世代奉仕｣と
いう奉仕の第5部門を創設することが承認されたことは
記憶に新しいところです。

ところが本年4月の規定審議会において｢新世代奉仕｣
が再び｢青少年奉仕｣に改められました｡これは一部の国
から､｢Ne w Gen erati ons｣(新世代)という言葉は解りに
くいという意見があったことと､RIが常設ﾌﾟﾛ ｸﾞﾗﾑとし
て実際に推奨しているのは｢Yout h｣(若者＝青少年)を対
象としたﾌﾟﾛｸﾞ ﾗﾑではないかという指摘によるものと聞
いています｡いずれにしてもそれは名称の問題に過ぎず
｢青少年奉仕｣が奉仕の第5部門であることに変わりはあ
りません。

当地区の青少年奉仕委員会は､RIがｸﾗﾌﾞや地区に対し
推奨している常設ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑである｢ｲﾝﾀｰ ｱｸﾄ｣｢ﾛ ｰﾀｰｱｸ ﾄ｣｢ﾛ
ｰﾀﾘｰ青少年交換｣｢RY LA｣の4委員会を擁しており、そし
てこの4委員会と力を合わせ､ﾛｰﾀ ﾘｰﾌｧﾐ ﾘｰである青少年
の成長を後押しすると共に､ﾛｰﾀﾘ ｱﾝの皆様に対してRIの
強調事項であるこれらの常設ﾌﾟﾛ ｸﾞﾗﾑを理解して頂くた
めに精力的に活動しております｡また近年では､この4つ
のﾌﾟﾛｸﾞﾗ ﾑ間の垣根を取払い､相互に連携や交流を深め
ることにより効果的なﾘｰﾀﾞ ｰｼｯﾌﾟ養成を行おうという傾
向があります｡これを｢ｸﾛｽ･ ﾌﾟﾛﾓｰ ｼｮﾝ｣と呼んでいます。
本年度はこの｢ｸﾛｽ･ ﾌﾟﾛﾓｰｼ ｮﾝ｣をさらに加速し､より相
乗効果を生む活動を行っていきたいと思います。

青少年奉仕は未来に対する奉仕です｡一朝一夕には成
就しません｡未来の指導者を育てることは､私達ﾛｰﾀ ﾘｱﾝ
の責務です｡その為には､まずﾛｰﾀ ﾘｱﾝ自身が積極的に若
者達と関わらなければなりません｡ぜひ地区青少年奉仕
関連の事業にご参加下さい｡本年度RI会長ﾃｰﾏは｢En gage 
Rotary, Chang e Liv es｣です｡若者達と共にﾛｰﾀﾘｰの歯車
をどんどん回し､人生を変えようではありませんか。

｢ロータリーを実践し

みんなに豊かな人生を ｣

報告
＊委員会報告
・米山ｶｳﾝｾﾗｰ 石川演慶ｶｳﾝ ｾﾗｰ

今年8月末まで当ｸﾗﾌﾞの奨学生であるﾎﾞﾔﾝﾄ君(中国内
ﾓﾝｺﾞﾙ自治区)が､4月末より博士論文の資料集めに帰国
し､5月末に再来日予定でしたが､帰国後消息が途絶えて
います｡指導教官である桐蔭横浜大学法学研究科教授の
ﾍﾟﾏ･ｷﾞｬﾙ ﾍﾟ氏によると中国政府とのﾄﾗﾌﾞﾙに巻き込まれ
ている可能性が大であるとのこと｡

同氏はﾁﾍﾞｯﾄよりﾀﾞﾗｲ･ﾗﾏと共にｲﾝﾄﾞへ亡命し､その後
来日し､大学教授になると共にﾁﾍﾞｯﾄ人の人権問題に取
り組んでいます｡現在内ﾓﾝｺ ﾞﾙ自治区は民族問題が多発､
中央政府は非常に警戒心を高めており､中国共産党への
反対運動には敏感に反応する状態です｡従い､何時再来
日出来るか分からない状況ですが､来日した際は必ず当
ｸﾗﾌﾞの例会に参加し御礼の挨拶を行いますので暫しお
待ち下さい。
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9月5日 31 29 21 8 7 2 % 5 4 97 %

9月12日 31 29 17 12 5 9 % 8 2 79%

寄付報告
月日 件 合計 累計 目標額 達成率

9/5 18 18,000 121,000 372,000 33%

9/12 15 15,000 136,000 372,000 37%

9/5 18 18,000 123,000 620,000 20%

9/12 15 15,000 138,000 620,000 22%

9/5 18 26,000 225,000 1,200,000 19%

9/12 15 15,000 240,000 1,200,000 20%

9/5 16 18,000 129,000 600,000 22%

9/12 15 15,000 144,000 600,000 24%

R財団

米山記念

奨学会

ﾆｺ ﾆｺ

BO X

ﾌﾚ ﾝﾄﾞ

ﾘｰ BOX

クラブ会報委員会
石川演慶委員長 三富末雄副委員長
森山圭介委員 本藤光隆委員 編集担当：石川演慶 三富末雄

(R財団目標額：会員数×120㌦×100円 米山目標額：会員数×2万円)

【第１０回 ９月１２日(木)】
「早朝供養例会」大蓮寺
＊読経 卓話 大蓮寺住職 大橋 雄人様

｢いただきます｣は食事の材料である植物､動物への感
謝を表す言葉です｡ ｢ごちそうさま｣は用意してくれた
人たちへの感謝を表す言葉です｡
私たちは植物や動物を殺して食材､材料とします｡

また､用意して下さる人たちはいろいろ走りまわって
料理をしてくれます｡

｢ごちそうさま｣の｢ち}は｢馳｣と書き｢はせる｣とも読
み､｢そう｣は｢走｣と書き､｢走りまわる｣意味を持ちます｡

すなわち私たち人間は､他の命をいただいて生きてい
ます｡
だから感謝する気持ちを忘れてはいけないのです｡

(9/5） ※順不同 会員は敬称略
野口隆史様(地区青少年奉仕委員長､神奈川RC)
本日は地区の青少年奉仕事業に関する卓話に伺いまし
た｡よろしくお願い致します｡
鈴木良一 野口様､本日は卓話を宜しくお願い致します｡
三家 護 久し振りに健康診断を受けて来ました｡結果
はまだ聞いていませんが｡
菊池幸治 野口様､本日の卓話を楽しみにしています｡
石川演慶 野口様､本日の卓話宜しくお願い致します｡
(9/12)
鈴木良一 本日は早朝からご苦労様です｡
三家 護 一昨日､念願の川崎南RCを訪問しました｡
さすが重量感あふれるｸﾗﾌﾞ運営をされていました｡

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

物故会員名簿

川邊 光夫 様 昭和 63年 5月24日没 70歳

野崎二三男 様 平成 2年 4月 8日没 64歳
村岸 孝 様 〃 3年 7月16日没 65歳

古賀 春生 様 〃 4年 12月 8日没 48歳

藤江 勝廣 様 〃 7年 5月12日没 50歳
鈴木 英樹 様 〃 9年 8月22日没 59歳

小黒 辰二 様 〃 11年 2月14日没 74歳

村田 泰一 様 〃 11年 4月10日没 78歳
小嶋 章光 様 〃 11年 7月 2日没 72歳

新海 正亮 様 〃 11年 10月24日没 63歳

浅川喜代治 様 〃 15年 4月11日没 62歳
小黒 達夫 様 〃 18年 8月29日没 56歳

原 芳郎 様 〃 18年 11月26日没 81歳

持田 保雄 様 〃 21年 12月13日没 97歳
宮坂 昌人 様 〃 21年 12月14日没 63歳

本間 信治 様 〃 24年 5月31日没 63歳

千葉 良平 様 〃 25年 7月28日没 84歳


