
 

本日の例会（第１４２１回）    ９／１５（水） 

◆スピーカー  会  員  木村  雅一君 

◆題    名 古寺の建築 

次回の例会（第１４２２回）    ９／２２（水） 

◆スピーカー 会  員  服部    保君 

◆題    名 骨粗鬆症 

第１４２０回例会記録      ９／８（水）大雨 

◆司    会 岩田  満治君 

◆斉    唱 RS・四つのテスト 

◆ゲスト紹介  国際ロータリー第2760地区 

                ローターアクト委員会 副委員長 秋田 敬治様 

◆来訪者紹介 名古屋RC 川村  俤弍君 

出 席 報 告 

会 員 数  42名  前々回訂正  1418回例会

欠席会員数  19名  欠 席 会 員  10名中

出席会員数  23名  MAKE UP  8 名

出 席 率  54.76％  出席率訂正  94.87％

会  長  挨  拶 

中国の民間パイロットの現状 

会  長  伊藤  晋一 

9 月 6 日付の中国紙、第一財経日報によると、中国内の民間航空会

社のパイロットのうち、200人以上が飛行経験などの経歴を偽ってい

ることが明らかになった。黒竜省伊春市の空港で 8 月下旬、河南航空

（現在はこんほう航空）の旅客機が着陸失敗事故を起こしたことを受

けて開かれた会議で、航空当局者が明らかにしたところ、2008 年と

09 年に経歴を偽っていたパイロットのうち、103 人が河南航空の親

会社でもある深川航空（広東省）に所属。民間航空会社のパイロット

育成が間に合わない中で、空軍パイロットが転職する際、大型機の操

縦経験があると偽ったり、飛行時間を実際よりも長く申告したりする

ケースがあった。としています。事故を起こした河南航空のパイロッ

トも空軍からの転職組。当局は今回、パイロットだけではなく、技術

者や空港の管制官らも含めて調査するよう要求し、中国メディアは、

「人命を預けるパイロットがどのような人物なのか、われわれは知る

べきだ」とし、事実を公表しなかったことを批判する意見も出ている

そうです。 

幹  事  報  告  

1.今月は新世代のための月間です。本日はR.I.第 2760地区 ローター

アクト委員会 副委員長 秋田敬治様をお招きしております。後程月

間に因みまして卓話をして頂きますので、よろしくお願い致します。 

2.来る10月20日(水)の遠藤ガバナー補佐訪問の出欠票を同封致しま

したので、9月 22日(水)までにご提出下さい。尚、当日は例会終了

後、クラブ協議会を開催致します。理事、役員、委員長並びに新入

会員の方はお忘れのないようお願い致します。 

3.来る 10 月 29 日(金)は 10 月 27 日(水)の例会を変更して名古屋東

急ホテルにて、名古屋北RCホストによる5RC合同の田嶋ガバナー

公式訪問になっております。出欠票を同封致しましたので、9月22

日(水)までにご提出下さい。 

4.来る10月6日(水)の職場見学会のご案内及び出欠票を同封致しまし

たので、9月22日(水)までにご提出下さい。 

卓  話 

新世代プログラムの実践について 

国際ロータリー第2760地区 ローターアクト委員会 

副委員長  秋田 敬治 様 

新世代の基本理念・考え方について、手続要覧には、「ロータリアン

の責務は、年齢 30 歳までの若い人全てを含む新世代の多様なニーズ

を認識しつつ、より良き未来を確実なものとするために、新世代の生

活力を高めることによって、新世代に将来への準備をさせることであ

る。全てのクラブと地区は、新世代の基本的ニーズを支援するプロジ

ェクトに着手するように奨励されている。基本的ニーズとは、健康、

人間の価値、教育、自己開発である」と述べられています。 

「ロータリーの綱領」には、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国

際奉仕の四大奉仕について述べられておりますが、今年の 4 月に開催

されました国際ロータリーの規定審議会において、5 番目の奉仕部門

として「新世代奉仕」が加わり、五大奉仕部門となりました。 

標準ロータリクラブ定款の第５条には、「奉仕の第５部門である新世

代奉仕は、指導力養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プ
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ロジェクトへの参加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換プロジ

ェクトを通じて、青少年並びに若者にとって、好ましい変化がもたら

されることを認識するものである」と記載されました。 

国際ロータリーの奉仕事業は、大きく二つに分類することができま

す。一つは飢餓、貧困の救済、もう一つが、青少年育成事業であり、

この青少年育成事業を担当するのが、新世代関連の委員会であります。 

ロータリーで言う、新世代とは 0 歳から 30 歳までの青少年をさし

ます。新世代対象事業の IAC活動、RAC活動、RYLA、青少年交換活

動、米山奨学、財団奨学は全て青少年たちの健全育成事業であります。 

これらの青少年育成事業は、どの事業も、その成果が現れるのは将

来的で、事業結果も不透明であり、けっして数値で計ることの出来な

い、成果が確認しにくい事業であり、新世代関連委員会の各事業・各

プログラムが、ロータリーの奉仕の精神に基つき、貴重なロータリア

ンの浄財（お金）を使い、ロータリアン自らその活動に時間と情熱を

注いでも、すぐにその成果を確認し評価することは、困難であります。 

『未来へ向けて成果を託す・夢を追う』これが、青少年育成事業の

理念であります。事業のための事業であってはならず、理念に基つく

事業であらねばなりません。事業の主催者たるロータリアンが、その

事業の主旨、目的を理解せず、理念の確立がないまま、若者たちを指

導すれば、若者たちは迷い、結果、目的意識の薄い未熟な事業となる

ことは明らかであります。 

国際ロータリーは、新世代関連のいかなる育成事業にも、ロータリ

アンが率先して深く関わることを奨励しています。青少年育成事業の

現場でのロータリアンは、常に教え、導き、示す、指導者としての理

念と姿勢を堅持すべきであります。新世代育成事業の目的をしっかり

認識して、彼等と共に、時間と空間を共有し、会話し、行動して、模

範を示す必要があると思います。 

次に本日のテーマの本題「新世代プログラムの実践について」です

が、手続要覧によると、「新世代のためのRI 常設プログラムには、イン

ターアクト、ローターアクト、ロータリー青少年指導者養成プログラ

ム（RYLA）、ロータリー青少年交換がある。奉仕の機会に関する項目

の内容（例えば健康管理、国際理解と親善、識字・計算能力向上、人

口問題、環境保全）もまた新世代のニーズに取り組むものである」と

記されております。具体的な青少年育成事業の実践プログラムとして、 

１．インターアクトクラブ  インターアクトという言葉は

「international action」国際的活動を意味します。14～18 歳（高

校生）の青少年が対象で、この地区には 23 の RC が提唱支援してい

る16の IAC（15の高校と1つの地域）があり、400名前後のアク

ターが、地元に密着した奉仕活動を展開し、指導者としての技術と積

極的な行動力を習得しています。世界では133の国や地域で12,300

以上の IACが活動しています。 

主な地区 IAの事業としては、毎年7月の「海の日」に行われる年次

大会と夏休み中に実施される海外派遣研修があります。地区のメイン

事業は学校が夏休みになる 7 月に集中しており、学校の年度替りとロ

ータリーの年度のズレが悩みの種です。また受け皿となる学校長の理

解と IAC の顧問の先生の熱意の差が、アクターの人数や活動内容に大

きく影響を与えるので、毎年「顧問・委員長会議」を開催して、提唱

RCのIA委員長と顧問の先生とのコミュニケーションが図れるような、

場作りをしております。 

２．ローターアクトクラブ 18～30歳（大学生・社会人）までの青 

年男女が対象で、世界では167の国や地域に8,000以上のクラブが 

あります。 

この地区には38のRCが提唱・協力している9つのRACがあり、

約 150 名のアクターがリーダーシップと職業的専門能力を開発する

ことを目的に、ロータリーの奉仕の精神に則り、月２回の例会の場を

通して、自己研鑽と社会奉仕に真剣に取り組んでいます。 

主な地区 RA の事業としては、地区親睦、国内研修、3 地区合同プ

ロジェクト、海外研修、地区協議会、年次大会があり、その地区事業

の運営の為の協議の場として、年 5 回の会長・幹事会が地区 RA 委員

会メンバー同席のもとで開催されます。前年度は海外研修の代わりに、

第22回全国ローターアクト研修会をこの地区が開催主管致しました。 

前年度この地区の 9RAC は、全てのクラブが RI 会長賞を頂きまし

たが、豊田広域RACはその中でも、最も活発に活動した点が評価され

「最優秀クラブ賞」を頂き、地区表彰されました。 

地区 RA委員会から会長・幹事・新世代関連の委員長へのお願い事項 

＊名古屋名城RACの定款・細則を一度お読み頂きたい 

（提唱ＲＣとして、やらねばならないことが解ります） 

 ＊例会・理事会の議事録に目を通して頂きたい 

（彼等の活動内容が解ります） 

 ＊合同例会・共同事業を企画・実施頂きたい 

（彼等との一体感が生れます） 

 ＊会員増強にご協力頂きたい 

（彼等は将来のロータリアン、ロータリーの理解者です）  

ニ コ ボ ッ ク ス 

秋田  敬治様（地区ローターアクト副委員長） 

卓話をさせていただきました。 

星川  直志君    新世代の卓話を秋田さん（豊田 RC）にお願

いしましたので、よろしく。 

梅村美知容さん  明日は春日井カントリーでコンペです。がん

ばります。 

【地区ローターアクト副委員長 秋田様をお迎えして。】 

伊藤  晋一君 松岡  三明君 尾関  正一君 足立陽一郎君 

木村  雅一君 山田  浩二君 横井    登君 岩田  満治君 

渡邉  泰彬君 尾關實津成君 柴山  利彌君 西脇  多吉君 

加藤  昌之君 石黒    勉君 堀  美喜雄君 古川  康司君 

梅田    渉君 小關  敏光君 赤崎  守弘君  




