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・幹事報告
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◎職業奉仕賞贈呈式

　　佐藤　達夫　様

　お菓子のさとう 代表取締役

第932回　例会　2019年5月20日（月）

来週のプログラム

第933回　例会　2019年5月27日（月）

・会長タイム

・幹事報告

・委員会報告

◎会員卓話

　　迫園　洋二　会員

　　平見　映介　会員

　皆さんこんにちは、平成31年４月22日以来

の例会です。

　長い長い連休も終わりました。この間、日本で

は「天皇の退位」「新天皇の即位」という大きな節

目を迎えました。そして新しい「令和」の時代が

始まり、今日はもう13日も過ぎています。

　会員の皆さんは、この連休をどのように過ごさ

れましたか？おかげさまで宮崎は天候もよくて、

多くの方が、いろいろな動きをされたようです。

いつもの「渋滞」も予想が外れていたとも聞きます。

　日本人の行動パターンが、初めてのこの長い連

休では、データが間に合わなかったのかもしれま

せん。

　私個人としては、子供や孫も帰ってこなかった

ので、自分のいいように毎日の行動を一つずつこ

なしていきました。「庭の草取り」「車の掃除」「お

墓の掃除」「部屋の断捨離」「藤代清治展鑑賞」など、

普段あまりできないことをゆっくりとすることが

できました。

　さて、「日向灘沖地震」が発生しました。「震度

５弱」朝の仕事始めの時間に激しい揺れがありま

した。普段からいろいろと訓練の必要性を言われ、

準備をしているつもりが、気が付けば、避難袋を

持っていた社員は、たった一人でした。（一人でも

いてくれてありがたいです）

　まだまだ自分たちのことという自覚が足りない

ことを教えていただいたんだと思います。

　これからは、「朝礼の時は、必ず避難袋を持って

くること」を社員と確認しています。

　昨日、5月12日には、「クラブ協議会」が開催

されました。出席して頂いた会員の皆さんありが

とうございました。今年度もあと2か月となりま

したが、来週、5月20日は、「職業奉仕賞　ひま

わり賞」の授与式です。どうぞ多くの会員からの「副

賞」へのご協力をお願いいたします。

　以上で会長挨拶といたします。ありがとうござ

います。

会長タイム

村川　保訓　会長



会員卓話

青井　慎一　会員

５月は「青少年奉仕月間」です

青少年奉仕は、

①ロータアクト

②インターアクト

③ロータリー青少年指導者養成プログラム

（RYLA）

④ロータリー青少年交換

　などを通じて、青少年や若い世代の社会人の

リーダーシップ能力向上を支援する奉仕活動の

ことです。

2018-2019 年度　2730 地区組織図より

　青少年奉仕部門（都城西RC　小坂部門長）

・ロータアクト委員会（加治木RC　岩澤委員長）

・インターアクト委員会

� （都城西RC　小坂委員長）

・ライラ委員会� （加治木RC　鈴木委員長）

・青少年交換委員会� （霧島RC　丸野委員長）

　①　ロータアクトクラブ�（英 :�Rotaract�Club）は、

　18 歳から 30 歳までの青年男女のための、

ロータリー・クラブが提唱する奉仕クラブ。

　ロータアクトクラブは通常、地域社会または

大学を基盤としており、地元のロータリー・ク

ラブが提唱している。

　ロータアクトの目的は、青年男女が個々の能

力開発に当たって役立つ知識や技能を修得し、

それぞれの地域社会における物質的あるいは

社会的ニーズに取り組み、親睦と奉仕活動を通

じて全世界の人々の間に、より良い信頼関係を

推進するための機会を提供することにありま

す。

　その目標は次のとおりです。

ａ）専門技術及び指導能力の開発。

ｂ）他人の権利を尊重する観念を養い、あら

ゆる有用な職業の道徳的水準及び品位の

保持と推進。

ｃ）若い人々に地域社会をはじめ世界各地の

ニーズと懸念事項に取り組む機会を提供

する。

ｄ）提唱ロータリー・クラブと協力して活動

に当たる機会を提供。

ｅ）ロータリーにおける将来の会員となるよ

う若い人々の意欲を高めること。

　※宮崎RC、宮崎西RC、宮崎中央RC、

　②　インターアクトクラブ

� （Interact�Club、IAC、IC）は、

　12 歳から 18 歳までの青少年または高校生

のための社会奉仕クラブである。

　日本においては、高等学校の福祉・ボラン

ティア系のクラブ活動（部活動）・サークルと

しておかれることが一般的であるが、高校に属

さない「地域クラブ」として活動するクラブも

ある。�

　インターアクトの目的は、奉仕、国際理解、

指導力育成に寄与する世界的な友好の精神の

中で、活動する機会を提供することです。そし

て、毎年少なくとも２つの社会奉仕プロジェク

トを行い、その内１つは国際理解と親善を推進

するものでなければなりません。

　※宮崎RC、宮崎南RC、宮崎中央RC

　③　RYLA（ライラ）� �は、

　インターアクター、ローターアクター、

ロータリアン、および一般の青少年の指導力

を開発するためのものであります。

　RYLA の目的は、地域社会の若い人々の

指導力および善良な市民としての資質や個

人の能力を伸ばすことにロータリアンが直

接関与できる特別な機会を設ける。

その目標は、



１．ロータリーが青少年を尊重し、かつ、青少

年に関心を抱いていることを一層明らかに

する。

２．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よう激励、

援助する。

３．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。

４．青少年指導者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。

活動カリキュラムは、

１．指導力の基礎

２．良き指導者の倫理

３．効果的指導力における伝達力の重要性

４．問題解決と紛争管理

５．ロータリーとは何か、ロータリーは地域社

会で何をしているか

６．自身と自尊心を培うこと

７．地域社会の市民であり、世界市民であると

いう要素

　※３/16 ～ 17　むかばき青少年自然の家

� （延岡市）ホスト :�延岡中央ＲＣ

　青少年交換プログラム

　海外の人々と交流し、異文化を体験し、外国の

生活のあらゆる側面を直接学ぶ機会を青少年に

提供するプログラムです。

　異文化出身の学生との幅広く親密な交流を通

じて、受け入れクラブ、ホストファミリー、そし

て地域社会全体も豊かになることが期待されま

す。プログラムには次の３種類があります。

１．長期交換プログラム

　年齢 15 ～ 19 歳の学生が参加できるプロ

グラムで、基本は１学年度です。期間中、受

入国で２つ以上のホストファミリーと生活

を共にし、学校に通学することが義務付けら

れています。

２．短期交換プログラム�

　年齢 15 ～ 19 歳の学生が参加できるプロ

グラムで、期間は数日間から数週間までさま

ざまです。期間中受入国の1つの家庭にホー

会員卓話

　皆さんこんにちは。2回目の登壇となりました。

前回は交通事故とドライブレコーダーの話をし

ましたが、GW 含めてまた新たな事故が報道さ

れております。会社と従業員を守る手段として�

また検討していきましょう。

和田　尚三　会員

ムステイすることが義務付けられています。

３．新世代交換プログラム��

　年齢 18 ～ 25 歳の学生が参加できるプロ

グラムで、期間は 3 ～ 6 週間です。この交

換プログラムは個人またはグループ単位で

実施され、職業的な要素を含めることができ

ます。

　青少年交換の条件は、プログラムの資格要件を

満たし、ロータリアンかクラブあるいは地区によ

り推薦された青少年であればロータリアンの子

女を含めて、学業成績が学年において上位であれ

ば誰でも参加できます。

2018 － 2019 年度　2730 地区からは

４名派遣

（都城RC、国分RC、加世田RC、串木野RC）

４名受け入れ

（カナダ１名－志布志 RC、フィンランド１名

－都城 RC、ポーランド１名－国分 RC、台湾

１名－串木野RC）

� 以上



例 会 記 録 第931回  2019年5月13日（月）

プログラム

・会長タイム　  ・幹事報告　  ・委員会報告
◎セレモニー
◎会員卓話
　　　青井　慎一　会員
　　　和田　尚三　会員

出席状況報告

5月13日 第931回 4月15日 第929回

会員数 30名 会員数 30名

出席数 20名 出席数 27名

出席率 66.67％ 修正出席率 90.00％

メイキャップを積極的に行いましょう。

本日のゲスト　　ヤサ・パラグラウマル  君（米山奨学生）
メーキャップ　　前取り：都原　清次 君、平見　映介 君
　　　　　　　　後取り：岩切　久美 君、田中　　臣 君
　　　　　　　　　　　　中村健一郎 君、和田　　優 君

スマイルＢＯＸ

野﨑　伸一　君

お誕生日のお祝いありがとうございます。

野﨑　伸一　会員

セ レ モ ニ ー

ヤサ・パラグラウマル  君

米 山 奨 学 生

　さて、�今回新入会員として入会後の感想を述べ

なさいとのリクエストを頂きました。以前経験さ

せて頂いた各会合と比べての感想となりますが、

気が付いたこととして話します。まず組織体系が

しっかりしており、�毎週開催に対して準備や広報

等のこまめな対応がされている。毎回の唄はまだ

しっかり覚えていませんが、出席率を高めて早く

覚えたいと思います。

　次に出席率の向上と併せてベテラン会員の方

のコミュニケーションの良さを感じております。

幹部会員含めた風通しの良いクラブとして迎え

て頂いたことへの感謝を致します。各自職場にお

いても人作りの大切な要素として声掛けしてい

きたいと思います。

　入会させて頂き前回もお話したとおり、‘ 奉仕 ’ 活

動については意識が低く、 皆様へ自慢できる様な活動

はありませんでしたが、 現在一週間に一度は銀行前

の駅前通りの清掃を始めました。強制させてはいな

いのですが、他の行員も自主的に参加してくれたり、

協力して少しは地域貢献出来ているのかなと思いま

す。

　今後も駅前開発が進む中、 一番地元のロ ータリー

として、何か情報発進出来ないかを一会員として盛

上げられるように活動していきたいと考えています。


