
                                                               

本日の例会（第１７８０回）     ５／２３（水） 
《地区委員会報告》 

◆スピーカー 国際ロータリー第 2760地区国際奉仕委員会 

       委員 加島 光君 

次回の例会（第１７８１回）     ５／３０（水） 
◆ゆったり例会を行います。 

第１７７９回例会記録     ５／１６（水）晴 
◆司   会 祖父江 佳乃さん 

◆斉   唱 RS・それでこそロータリー 

◆ゲスト紹介 国際ロータリー第 2760地区青少年奉仕委員会 

              委員長 岡田 雅隆様 

◆来訪者紹介 国際ロータリー第 2760地区 本多 満ガバナー補佐 

                  出 席 報 告 

会 員 数  ３５名  前々回訂正  177７回例会 

欠席会員数  10名  欠 席 会 員  5名中 

出席会員数  25名  MAKE UP  2名 

出 席 率  71.43％  出席率訂正  89.66％ 

 会  長  挨  拶 

 会長 加藤 あつこ 

皆さま こんにちは 今週は、ま

たまた 暑い日が続いています。

天気予報では、金曜日まで続きそ

うです。本日は、国際ロータリー

第 2760地区 ガバーナー補佐の

本田満様がご来訪されました。お

忙しい中ようこそお越しください

ました。どうぞごゆっくりお寛ぎくださいませ。 

今月は 青少年奉仕月間です。月間に因みまして、国際ロータリー第 2760

地区 青少年奉仕委員会委員長をお努めの 岡田 雅隆 （まさたか）様 よ

りは「近頃の青少年奉仕」の演題にて卓話を頂きます。岡田様には、ご公務 

ご多忙のところ スピーカーをお引き受けくださり 誠に ありがとうござ

います。 

岡田雅隆様は、犬山ロータリークラブ所属。2017～18年度では、地区青

少年奉仕委員会委員長。地区学友委員会をはじめ、地区WFF実行委員会・

地区危機管理委員会の委員。クラブ奉仕委員長をお勤めになっていらっしゃ

います。ロータリーの博学者でいらっしゃいます。本日は よろしくお願い

申し上げます。 

 本日は「未知の健康法」についてお話いたします。 

世の中にはたくさんの健康法が存在していて、おススメの健康法があると言

う人、また メディアも様々な健康法や食材が紹介されています。メジャー

な物では、コレステロールを抑えるオリーブオイル、抗酸化作用のある赤ワ

イン、腸内環境を整えるヨーグルトなどがありますが、これは海外で流行っ

ていますが、日本では知られていません。未知の健康法だからこそ、私たち

の心を掴むのでしょう。しかし 同時に「未知」という部分は危険性をはら

んでもいます。 

例えばヨーグルトですが、20世紀初頭にブルガリアでは、長寿の人が多く、

その要因としてヨーグルトがある。という説が提唱され、研究の結果、醗酵

する際に乳酸菌が増殖し、その乳酸菌が腸に良い影響を与えることが分かっ

たことにより、その健康法が証明されました。ただ日本人には必要ではない

かもしれません。というのもヨーグルト消費量と平均寿命をみると、ブルガ

リアでのヨーグルトの消費量は、30リットル。日本では、9.5リットル。

ブルガリアの平均寿命は 74歳 世界 82位。日本では 83歳 世界 2位と

いう状況です。この理由として日本では、味噌・醤油・納豆・漬物・みりん・

酢・鰹節など多くの醗酵食品が伝統的に食べられており、日本人はヨーグル

トがなくとも腸内環境 

は他国に比べて良好な状態にあるというデータも出ています。健康食品や健

康法で気をつけなくてはならないのは日本人としての体質、個人としての体

質またはライフスタイルで向き不向きがあることです。過ぎたるは及ばざる

が如し、過信は禁物です。食事はバランス良く楽しむことが一番の健康法か

もしれません。「偏らず、腹八分目」そして ストレスのない、あるいは ス

トレス解消に努めることが大切です。 

幹 事 報 告 

１．今月は青少年奉仕月間です。後程月間に因みまして、国際ロータリー２

７６０地区青少年奉仕委員会委員長 岡田 雅隆様より卓話をして頂きます。 

２．会長よりご披露をしていただきましたが、ロータリー米山記念奨学会よ

り米山功労クラブの感謝状が届きました。皆さま、ご協力ありがとうござい

ました。 

３．６月６日（水）のクラブ協議会、６月２０日（水）の第 12回理事会の

日程を変更させていただきました。該当の理事、役員、委員長の方々へは案

内を同封させていただいておりますので、よろしくお願い致します。 

６月６日（水）クラブ協議会 → ５月３０日（水） 

６月２０日（水）第 12回理事会 → ６月６日（水） 

４．来る６月２０日（水）に行われます夜間例会及びＩ.Ｄ.Ｍ.の出欠票を同

封致しましたので、６月６日（水）までにご提出ください。 

５．次年度上半期行事予定を同封致しましたので、よろしくお願い致します。 

６．ロータリー手帳が届きましたので、お申し込みの方に同封致しました。 

卓 話 

     国際ロータリー第 2760 地区青少年奉仕委員会 

                       委員長 岡田 雅隆様  

 1905年 2月 23日木曜日の夜、アメリカのシカゴでポール・ハリスをは

じめ、4名のメンバーで 1つのクラブからロータリーが始まりました。設立
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当初の目的は、親睦と相互扶助、メンバーの自宅をローテーションで回って

夕食を食べながら例会をするといったことが始まりで、1907年にシカゴに

共同便所を作って寄贈したというのが社会奉仕の始まりと聞いております。 

◎青少年についての歴史につい

て 

 現在の地区青少年奉仕委員会

には、インターアクト委員会、

ローターアクト委員会、RYLA

委員会、青少年交換委員会、こ

の4つの委員会が事業委員会で

活発に事業を行っています。 

 起源は 1929年にフランスのニース RCが最初の交換留学を始めました。

1959年に英国王女と青少年たちの交流、これが RYLAになった。1962

年にインターアクトクラブが発足。その後、1970年に青少年交換の事業が

RIの公式プログラムになりました。翌年に RYLAがロータリーの正式プロ

グラムとなりました。2010年当時は新世代奉仕と呼ばれており、新世代奉

仕が第 5番目の奉仕部門になりました。以前は青少年交換は国際奉仕委員会

に配属で、その国際から青少年に転籍して、インターアクト委員会、ロータ

ーアクト委員会、RYLA委員会、青少年交換委員会と 4つの委員会で第 5

の奉仕部門といった形に格上げになって 2013年に新世代奉仕から青少年

奉仕という名前に呼び方が変わって参りました。 

◎インターアクトについて 

 会員資格が 12歳から 18歳、会員数が現在この第 2760地区では 550

名、地区内のクラブ数が 17クラブ、提唱クラブが 30RCあります。愛知の

場合は名古屋インターアクトクラブ、これは名古屋 RCの提唱で YMCAが

中心の運営。他のクラブは高等学校がサークルの一環として運営されてみえ

ます。 

 活動内容は月 2回の例会、地域への奉仕活動、7月年次大会、8月夏休み

に海外派遣研修等があります。目標は①指導力を身につけよう ②思いやり

の心を持とう ③家庭を大切にしよう ④他人の権利を尊重しよう ⑤国際

理解に務めよう 等を目標に掲げております。 

 17クラブのうち 16クラブが高校主体で動いており、学校の力の入れ方

や顧問の先生のやる気とか私立・公立の違い、進学校とそうでない学校の違

いがあったりして1つとして同じような形にはなっていなくて活動内容も千

差万別で非常に活発に活動しています。 

 今は学校主体で回り始めているのでロータリーの手を離れて良い形になっ

ていると思います。メンバー数が増えており、次年度は 550から 600ぐら

いになるのは、またインターアクトを設立しようかなという学校が 2.3ちら

ほらお聞きしております。青少年奉仕の 4つの中では一番優秀な活動をやっ

ている委員会であると考えています。 

◎RYLA（ロータリー青少年指導者養成プログラム）について 

 目的は地域社会の指導者および善良な市民としての資質を伸ばすことで、

対象者が高校生から 30歳まで。実施内容は 2日間のセミナーの開催。今年

度は 3月 24～25日でトヨタ労連・つどいの丘で実施されます。ホストは

瀬戸 RCです。愛知では 1993年に岡崎で第 1回が開催されて今回で 26

回目になります。約 130名の出席で 1泊 2日の研修です。東京、大阪では

既にやっていますが、2760地区の議題は年 1回で年齢幅が 15歳から 30

歳までなのでひとまわり以上年齢が違うために、学生専用セミナーとか、社

会人専門セミナーとかに分けて複数回やるような試みをしていただきたいと

RYLAにお願いしております。 

◎青少年交換プログラムについて 

 目的は派遣国の風俗・習慣・文化を直接体験し国際理解と親善を図る。対

象者は 15歳から 19歳で高校生を対象にした事業です。期間は 1年間留学

をしていただきます。当地区の派遣先はアメリカ・カナダ・ブラジル・スイ

ス・フランス・フィンランド辺りになります。本年度海外に行っている学生

が 9名、受け入れの外国人留学生が 10名、毎日現地の高校に通いながらホ

ームスティをしているといった形になっています。地区内では数年前から人

数が毎年バラつきが出るという問題があり、ガバナー補佐の輪番制のような

かたちにして8分区から8名出していただけないかという話をしているので

すが、現実的に上手くいっておらず、皆様方から年間 1人 2千円ずつ予算を

つけていただいていますので 1千万弱ぐらいの予算になります。そこで人数

がばらつくのは基本的にいけないことだと思います。東京では 8分区から 1

人ずつ出してプラス 10名くらいという形になっていますので、そうなるよ

うにやっていきたいと考えています。 

◎ローターアクトについて 

 ローターアクトはインターアクトが最初にできて好評だったということで

6年後に卒業した人たちを受けるような形で社会奉仕をやってもらおうと組

織されました。対象は 18歳から 30歳までで地区内に 9クラブ、会員数が

120名、提唱クラブが 41RCということで地区内 84クラブのうちほぼ半

数がこのローターアクトに携わっていただいているという現状です。 

 9クラブのうち唯一 1クラブだけの提唱が江南ローターアクトですが、会

員数が今 2名で存続危機であり、東尾張分区 5クラブで何とかしようという

打ち合わせを行っています。この江南ローターアクトクラブがなくなると東

尾張分区ではゼロになるので灯りを消さないよう思っています。 

 僕の夢は名鉄犬山線沿いの江南広域を作りますので、中央線と瀬戸線沿線

で瀬戸 RC、瀬戸北 RCを中心に 1つ作っていただけると幸いかなと思いま

す。 

◎未来のロータリアンを創るクロスプロモーション概念について 

 最後になりますが、青少年だけでなくロータリー財団、米山奨学生も含め

てクロスプロモーションという概念が出始めてきました。これまでの青少年

奉仕は青少年の健全育成をゴールにしてました。ここからはその卒業生の

OB・OG、ローターアクトを 30歳で卒業した方、青少年交換の学友、米山

奨学生外国人留学生、この人たちも卒業したらロータリーに入会してもらえ

ないかという思想です。 

 今年の会長・幹事さんには戦略委員会の設立要請がありました。それは RI

から日本のロータリアンの数が減少してきていて、増えていないから増やす

ように努力して欲しいというのが戦略委員会の中身です。その中のロータリ

アンの候補生として青少年事業に携わった人たち、米山奨学生たちに入会し

てもらうようにしましょう、そうなると今までのクラブの例会でいいのかど

うか、時間帯を朝や夜にしないと昼間の例会には出席できないのではないか、

また年会費が高くて払えないとかいろいろ問題があります。そういう部分を

どうクリアしていくかについて皆さんで話し合って勉強して欲しいというこ

とです。今、ロータリーは曲がり角にきていて昨年から地区にも学友委員会

が設立され、学友を集めた運動会をやろうかという、こうした交流会から始

めようと企画し始めています。会員増強というのは本当に難しい問題ですが、

正面から当たっていかなくてはならない問題です。ここからも青少年がロー

タリー活動で担う役割がこれから増々重要になっていくと考えています。 

二 コ ボ ッ ク ス 

国際ロータリー第 2760 地区青少年奉仕委員会委員長 （犬山ＲＣ） 岡田 雅隆様  

本日はお世話になります。 

遠藤 友彦君 藤原先生のお顔をみてきました。 

梅村 美知容さん １３日から１５日まで沖縄、喜屋武岬（きゃんみさき）

に鎮魂祭に行ってきました。 

【米山奨学生 ビラ・マルフさん、今日からよろしくお願い致します。会員

一同、心よりウェルカム歓迎致します。】 

加藤あつこさん 

岩田  滿治君 

塚本  隆君 

石黒  勉君 

伊藤 晋一君 

 

梶川 久雄君 

星川 直志君 

梅村  篤君 

西脇 良一君 

木村 雅一君 

 

玉置 正樹君 

平子 明資君 

杉浦 定文君 

梅田  渉君 

宇都木 寧君 

 

尾関 正一君 

横井 登君 

柴山  利彌君 

祖父江佳乃さん 

西脇 多吉君 

 


