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特集 ｜ かのや 戦跡めぐり  「地下壕第一電信室」
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「みんなのフォトコンテスト」より（鹿屋市教育委員会主催）
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特集 特攻のまち、鹿屋から「戦争を知って、平和な未来を創る」

かのや  戦跡めぐり
串良基地から飛び立った特別攻撃隊員が、突撃直前に送る通信を
受信していた地下壕です。

特攻隊からの、最期の伝言

地下壕第一電信室

www.rotary.org

ビジョン声明

ニーズを見極め、解決策を出す

ロータリーでは、各会員がも
つスキルと情熱を、地域の問
題解決に生かしています。多
様な分野の経験と知識を結集
すればニーズを的確に見極
め、解決策を見出すことがで
きます。

より良い今日と未来をつくる

ロータリーの会員は、今日の
社会をより良くするための機
会を見出し、明日を担う次世
代に投資しています。

行動を重視する

私たちは、自分たちでアイデ
アを考え、実行に移す「行動
人」。クラブで、または国内
や海外の仲間たちと一緒に和
気あいあいと活動していま
す。

戦争体験記（出身　鹿屋市　女性　終戦時12歳）
兵隊さんの下宿屋をしている家に、同級生のお姉さんがいた。兵隊さん
から頼まれて、そのお姉さんに、５～６回手紙を渡したことがあった。
最後に頼まれた時、固い物と柔らかい物が中に入っていた。手触りから
して、時計とマフラーだとおもった。兵隊さんは、よく音楽を聴いてお
られた。大人びていたように思う。「南方に転勤になったから、あの人
は今日限りで帰ってこないのよ。」とお姉さんに言われた。

鹿屋市平和学習ガイド・調査員連絡会「戦争体験集より」

戦時中ここでは隊員たちが24時間３交替制のもと、信号を受ける任務に当た
っていました。特攻隊員は、突入の戦果を知らせるために、自らモールス信
号機のスイッチを押し続けました。そして突入の衝撃で信号機から指が離れ、
「ツー」という音が途絶えた時が突入の合図であり、命を落とした瞬間でも
ありました。

場所：鹿屋市串良町
　有里4963

駐車場あり、見学自由
9:00～16:00

戦中、電信室のイメージ

ロータリーの使命



ロータリアンの皆様、新年あけましておめでとうございます。皆様には、輝かしい2021年の新年をご家族お揃
いで御健勝のうちにお迎になられたものと思います。
昨年7月ガバナー就任後、コロナの感染拡大で大幅な日程変更はあったものの地区内68クラブ全てを公式訪問さ
せていただきました。それぞれのクラブが会長、幹事を中心にクラブの自主性を発揮し、例会や行事の開催など
ご苦労の多い中、クラブ運営と奉仕活動をされている姿に、ロータリーに対する熱き思いを感じ取ることがで
き、第2730地区の素晴らしさを再確認する事ができました。ロータリー年度もちょうど半分が過ぎ、後半に向
け延期された事業を含め心新たにロータリーに力を注いで戴きます様、宜しくお願い申し上げます。

本年度私は、クラブ戦略委員会を設置しクラブの将来のビジョンづくり、夢づくりが大切であると公式訪問
で訴えて参りました。このことが、これから私たちのロータリークラブ発展のカギを握るものと考えており
ます。クラブが将来に「こうありたい」というビジョンを描き、それに沿った目標と行動計画を立てるのが
「戦略計画」です。戦略計画とはクラブの長期的な取り組みであり、全会員によるサポートが必要とされま
す。国際ロータリーは、ロータリー戦略計画に沿った目標を立てるよう、クラブと地区に奨励しています。
戦略計画を立てているクラブのほうが、会員の積極性と維持率、満足度が全体的に高いことが分かっていま
す。また、会員が積極的に参加しているクラブのほうが、目標の達成率が高いことも明らかになっていま
す。「戦略計画立案ガイド」を活用し、全員でクラブの戦略計画を立て、内容を検討しましょう。
リーダーは、全ての人がその夢の実現を信じて疑わなくなるまで夢を語り続けることが大切であります。どうか
残りの半年、皆様のロータリーの大きな夢に向かって素晴らしい歩みを進めて戴きます様お願い申し上げます。

職業奉仕は「ロータリーの目的」第２項を土台としており、この項でロータリアンは次の事を奨励し育むことが
求められています。■職業上高い倫理基準　■役立つ仕事はすべて価値あるものという認識　■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とすること。
またロータリーでは高潔性と高い倫理観が重視されていますが、それを具体的に表しているのが「四つのテス
ト」です。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　２．みんなに公平か　３．好意と友
情を深めるか　４．みんなのためになるかどうか
ロータリーの職業奉仕理念は企業永続のための哲学でもあり、職業奉仕を実現すれば、必ず顧客満足、従業員満
足、世間の評価、延いては企業業績を高めることにも繋がっていくものです。また職業奉仕の根底にあるロータ
リーの価値観は「高潔性」(Integrity)であります。欧米では、高潔性(Integrity)がリーダーの必須条件ともなっ
ており、ドラッカーは高潔性のない人はリーダーの地位に就いてはならないとまで言い切っております。
私たちは、仕事や人間関係において、常に倫理と職業の高い水準を固く守ることが求められています。公平さと
尊敬の念をもちながら人びとと付き合い、友情を育んでいかなければなりません。中核的価値観である高潔性を
常に心に刻みながら、職業奉仕の実践に努めたいものだと考えております。企業の不祥事が後を経たない時代で
あるからこそ職業奉仕の考え方が意味を持ち、そのような理念に基づいた実践、模範的行動が必要となります。
このことがロータリーの存在価値を高め公共イメージを向上させ、結果としてCSRやSDGｓの実現
につながり、そして何より自分自身の成長をもたらします。職業奉仕はロータリアンにとって最
も身近な奉仕活動といえます。
2021年が皆様にとりまして新たな希望、明るい年度の幕開けの年になりますことを祈念申し上
げます。

ガバナーメッセージ

風呂井 敬（鹿屋西RC）
2020-21年度
ガバナー

1月 Jan

職業奉仕月間クラブの将来のビジョンづくり、夢づくりが
大切です。
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ガバナーメッセージ

さて今月は「職業奉仕月間」です。

風呂井ガバナー
新年のご挨拶（動画）



月信インタビュー  ロータリーの歴史と、五大奉仕

2

社会奉仕の明文化　奉仕の理想への関心が高まるにつれて、ロータリアンは他者を援助する活動へ本格的に
シフトしていきます。1915年に開催されたサンフランシスコ大会において、親睦や相互扶助の理念ととも
に、クラブの目的に次の項目が追加されます。「地域社会の公共の福祉に対するクラブ会員の関心を高め、
かつ、市、社会、商工業の発展のために他の人々と協力すること。」「同僚や社会一般のために奉仕したい
という意欲を起こすよう会員を鼓舞すること。」つまりこの頃すでに、「クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉
仕」という現代のロータリーの基礎をなす枠組みが完成していたことになるのです。ポール・ハリスはこう
述べています。「私にとって、事業上のメリットという問題はすっかり忘却された。私も仲間の会員と同じ
ように、受けるよりも与えることを強調するようになった。」このようにロータリーの歴史において組織全
体として奉仕への方向転換が打ち出されるずっと前に、初期のクラブ会員はクラブの範囲や個人的利益を超
えて、地域社会の貧しい人たちへの援助を開始していたのです。

奉仕の精神の定着　発足時のロータリーは親睦と相互扶助に重点を置いていましたが、クラブはまもなくそ
こに奉仕の精神を盛り込みます。結成翌年の1906年、会員のドナルド・カーターは、「徹底的に利己的な
団体は長続きしません。ロータリークラブとして生き残り、繁栄することを期待するなら…私たちは公共奉
仕を実施しなければなりません。」として、クラブ細則の改定案を提出します。その翌年、近くの町に住む
教会の説教師が所有していた馬が死に、その説教師は貧しくて新しく馬を買うことが出来ず、田舎の教会や
教区民の間を巡ることが出来なくなったため、クラブはその説教師に新しい馬を贈呈します。この単純で自
発的な行為が、ロータリアンが最初に行った社会奉仕でした。そして1909年には、当時不衛生であったシ
カゴの街のニーズに呼応して、クラブは建設用地と20,000ドルの補助金を市当局から受け取ることに成功
して、市役所と公立図書館の横に二つの公衆便所を完成させました。この公衆便所は数十年後まで使用され
ましたが、奉仕の概念はロータリーの精神の一部として定着し、その後アメリカ国内で数千の都市が自分た
ちのロータリークラブを結成するにつれて、社会奉仕はクラブ活動の目玉となりました。

発足当時のロータリー　ロータリーの生みの親ポール・ハリスは、バーモンド州の
田舎町ローリングフォードでつつましく育ち、父方の祖父母から、「人生は持ち物で
計られるのではなく、人の内側にあるもので決まり、誠実さ・倹約・寛容・友情が
中心的な価値観である」ことを学びます。そして社会人になったポールは、28歳
にして大都会シカゴで弁護士として事務所を開き、1905年気持ちが通い合う仕事
仲間と共に、彼が故郷で培った相互協力と打ち解けた親睦を目的として４人で会合
を始めます。新しいメンバーは、各職業もしくは業種で一人の会員が推薦され、会
員が人柄の誠実さを保証できるような人物だけを、そしてその業種において街一番
の人物を選びました。当初は会員費を徴収せず、クラブ経費は会合欠席者などから
の罰金で賄われました。会員身分は１年間有効で、会員身分を更新するには、４分
の３の賛成を得る事が必要とされました。親睦を推進する目的で、会員は互いに
ファーストネームだけで呼び合うとし、「ミスター」等の敬称を使えば罰金が課せら
れました。初期のロータリーでは、互恵的なビジネス取引がクラブ会員の義務の一つ
であり、会員同士の取引があるたびに、定期的にクラブ例会で報告されていました。

地区研修リーダー
安満　良明（加治木RC PG）

月信インタビュー
2020年11月 ロータリーの歴史と、五大奉仕

左から、シルベスター・シール、ポール・ハリス、
ハイラム・ショーレー、ガスターバス・ローア

シカゴの街かどに完成した公衆便所 1915年サンフランシスコ国際大会に集まった参加者たち

３歳の頃のポール・ハリス

ポールが幼少を過ごした祖父母の家

ロータリー発足当時のメンバー
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月信インタビュー  ロータリーの歴史と、五大奉仕コロナ禍でも   がんばろう、ロータリアン！

■五大奉仕は「ロータリーの目的」をクラブが会員に分かりやすく教えるための実践の場です。ロータリー
の目的には、職業奉仕をはじめとして、五大奉仕のもとになる奉仕の理念がしっかりと盛り込まれていま
す。そしてロータリーの歴史を振り返ると、初期のころから個人奉仕とともにクラブ全体での社会奉仕活動
も活発に行われてきたことが分かります。五大奉仕は「奉仕の理念」をそれぞれのロータリアンが人格に形
成するための実践活動として、クラブ自身がバランスよくクラブ会員に提供する必要があるのです。五大奉
仕はそれぞれが密接に関わっています。例えばあるクラブがインターアクトやロータアクトの提唱クラブで
なくても、高校での模擬面接をおこなうならば、それは職業奉仕・社会奉仕とともに、青少年奉仕をおこ
なったことになります。例えば小児麻痺を防ぐエンド・ポリオに寄付するだけでも、それは社会奉仕・青少
年奉仕・国際奉仕を実施したことになるでしょう。
■「ロータリーがしかるべき運命を切り開くには、私たちは常に進化し、時には革命的にならなければなり
ません」とポール・ハリスは述べています。ロータリーの原点を再確認しつつ私たちがクラブの新たな戦略
計画を立てるうえで、ロータリーの先輩方の熱き想いと活動の歴史をいま一度振り返り、ロータリーの目的
と「超我の奉仕」を理解し、その上で私たちの「親善・平和への情熱」が五大奉仕にしっかりと反映される
ようにしてください。
■クラブの戦略計画を立てるうえで、様々な意見の衝突もあるでしょう。ところで私たちはどうしてロータ
リーソングを歌うのでしょうか？ロータリー誕生後２年目にして、シカゴクラブ内の意見の相違が大きく
なったとき、親睦委員長の医師のウィリアム・ネフは「このままではクラブは崩壊する。君が毎週立ち上が
り、楽しく歌ってこの危機を救ってくれ」と印刷屋のハリー・ラグルスに懇願します。ラグルスは当時流
行っていた歌を何曲か音頭を取って歌い続けて以来、クラブの団欒は甦り、いまでは合唱はロータリーの伝
統となっているのです。例会の始めに心をひとつに歌うたびに、私たちはお互いに「多様性と寛容」の精神
を確認しあうことが大切です。

参考文献：「奉仕の一世紀」国際ロータリー物語　デイビッド.C.フォワード著／日本語訳監修　菅野多利雄

障害を持つ子供たちを救った青少年奉仕　アメリカ、ニューヨーク州のシラキュースRCは、1913年に障害
児委員会を任命します。これは貧困が原因で手術やリハビリを受けられない子供達が市内に200人いること
が判明したため、このクラブは障害児への支援事業を主要な社会奉仕と位置づけ、社会福祉指導員・介護
士・リハビリ専門員らを動員することを目的とするものでした。クラブ会員達は極貧家庭に食料の詰まった
バスケットを届け、衣類・玩具・書籍などを障害を持つ子供達に送ったのです。このような感動的な記事が
「ロータリアン誌」に登場したのは、「利己的な事業後援会」という社会が持つロータリーへの悪いイメー
ジからの脱皮をロータリーが努めた時期であり、他のクラブもこのアイデアに賛同し、各地で同様のニーズ
を探し始めました。1923年、セントルイス国際大会で「善良で健全な市民を育てる」青少年奉仕活動が討
議され、当初は社会奉仕委員会の小委員会として発足します。そののち青少年育成の重要性から青少年奉仕
が確立されていくのです。

戦禍の中で育まれた国際奉仕　第一次世界大戦中、国際ロータリーの初代
事務総長を務めたチェス・ペリーは1914年発行のロータリアン誌で次の
ように書いています。「国際機関として、国際平和と親善をロータリーの
使命としよう。あらゆる共済会、報道機関、協会、教育機関などを親睦の
輪に引き入れ、現在の混乱が解決した後、施政者が再び戦争を宣言しよう
とする前にためらい躊躇するように、真剣で圧倒的な世論を生み出そ
う。」そもそも初期のロータリーには今日の人道的奉仕活動を主体とした
国際奉仕の概念はありませんでした。しかし第一次大戦中の1917年頃よ
り、米国・カナダ・ヨーロッパのロータリークラブが各地の避難民や傷病
兵、復員軍人に対するボランティア活動や物資援助を行うなど、国を超え
て活発におこなわれた奉仕活動を受けて、「奉仕の理想に結ばれた、事業
と専門職務に携わる人および地域社会のリーダーの世界的親交によって、
国際間の理解と親善と平和を推進する」という国際奉仕の概念が、1922
年に綱領の第６項目として正式に明文化され現在に至っています。

ここでちょっと一息(*^_^*)

1936年、東京ですき焼きを楽しむポール・ハリス

1981年、サンパウロ国際大会で、マザーテレサを
歓迎するパウロ・コスタ。（1990-91年度RI会長）



交換派遣学生  体験のご報告
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私の留学先はフィンランドのクオピオという町でした。フィンランドと言え
ばムーミンやサウナ、サンタクロースが有名ですが、湖がたくさんあり自然
豊かな美しい国です。幸せな国と呼ばれる理由が実感できました。現地の学
校に通いましたが、最初は話しかけてくれる人は少なく友達作りには苦労し
ました。どうしたら自分に興味を持ってくれるかを考え積極的に話しかけて
みると友達ができました。フィンランドの学校は生徒の主体性を大事にして
おり、教育費が無償であることから教育制度が充実していることを実感しま
した。フィンランド語を英語で学ばなければならなかったので毎日生活する
中でホストファミリーの存在はとても大きかったです。ホストファミリーに
はサウナやスキー、凍った湖でスケートをしたりなど宮崎ではできないこと
も体験させてもらいました。現地の剣道クラブや日本語教室に定期的に参加
しました。また各国から来たロータリー留学生と交流するなかで、異文化に
触れ日本の良さに改めて気づくことができました。残念ながらコロナウイル
スの影響で早期帰国となりましたが、憧れていた留学を経験し成長でき、自
分に自信が持てるようになったと感じています。そして物事に対し広い視野
で考えることができるようになりました。留学して良かったと心から思って
います。また必ずフィンランドを訪れたいと思います。支えてくださった皆
さん、このような貴重な体験をさせていただき感謝致します。Kiitos!!（あ
りがとうございました）

2019-2020年度
2730地区 交換派遣学生　体験のご報告

安 川 　紬 さん 留学先：フィンランド　北サヴォ県　クオピオ

私は、今回の交換留学で台湾のほうに行かせていただきました。台湾には初
めての訪問で、中国語もわからないなか少しの不安はありましたが、ワクワ
クした気持ちでいっぱいでした。台湾についてからの時間の流れはとても早
く、帰国までは本当にあっという間でした。私は、三つのホストファミリー
を経験し、そこでは日本と台湾の食文化の違いを特に感じました。私が中国
語を理解するまでの間は大変なこともありましたが、第一ホストの方がとて
も優しく、少しずつ話せるようになりました。学校生活は、最初の三週間が
本当に辛かったのを覚えています。私以外の留学生の共通語が英語だったの
で、話に入っていくことが簡単ではありませんでした。英語の重要さが身に
染みてわかった瞬間でした。しかし、コミュニケーションをとるなかで自然
と会話できている自分がいて、成長を感じることができました。台湾のクラ
スメイトもよくしてくれて、台湾を選んで良かったと思いました。私は、台
湾で多くのことを学び、経験しました。それらは楽しいことだけではなく、
辛いこともありましたが、それらを通してたくさん成長できた10ヶ月間
だったと思います。今年はコロナの影響もあり大変な年でしたが、それでも
この青少年交換留学を通して日本と台湾の架け橋に少しでもなれたことを誇
りに思います。ありがとうございました。

岩切 まなつ さん 留学先：台湾　彰化県

9月頃　クオピオにいるRC留学生、ROTEX
の方と日の入りに湖で撮影しました

第二ホストファミリーとサンタクロースとクリスマス

各国から来たRC留学生が集まったラップランドツアー

第一ホストファミリーと最後に空港で

3461地区と3462地区の仲間たち

クラスメイト

宮崎南高等学校
ホスト：宮崎南RC

宮崎日本大学高等学校
ホスト：高鍋RC
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交換派遣学生  体験のご報告コロナ禍でも   がんばろう、ロータリアン！

私の留学先の高校は小学校から高校まで同じところに通ってる子がほとんど
で、みんなとても仲がよく交わるのに苦戦しました。アメリカにきた最初の
頃は全く英語が聞き取れず、最初の３ヶ月間は特にきつくて、ほぼ毎日自分
の部屋で泣いていました。学校では自分のロッカーに貼ってある名前のカー
ドが無くなったり移動されたりして、帰る時には土の塊を投げてくる子や授
業中に動画を撮られて拡散された時もありました。私はホストファミリーに
心配をかけたくなくて相談する事が出来ませんでした。私が部屋で泣いてい
ると、ホストマザーがきて私を抱きしめて「いつもあなたが泣いているのは
知ってるわ。一人で抱え込まないで。あなたは私が18年間待ち望んだ娘な
んだから」と言ってくれました。その時心がすごく熱くなりホストマザーの
胸の中で大泣きしました。第２ホストファミリーはADHDを持った９才の
男の子がいる家庭でした。第二ホストマザーとファザーは息子に何を言われ
てもいつも寝る前に「生まれてきてくれてありがとう」と言っていました。
私は今まで愛は限りがあるものだと思っていました。だけど、第二ホスト
ファミリーをみて、愛は生まれて育まれていくものだと分かり、愛に対する
価値観が大きく変わりました。また私にとって家族や友達の存在がとても大
きなものである事に気付きました。ロータリーの皆様、貴重な体験をさせて
頂き本当にありがとうございました。

2019-20年度、2730地区における交換派遣学生たちの体験のご報告をいたします。新型コロナウィルスの
世界的な流行により、留学の早期終了を余儀なくされることとなりましたが、それでも４人の交換派遣学生
たちは、留学先で沢山の貴重な経験を積み重ねることができたようです。

私がこの留学で辛かったことの一つは、言葉が通じない
ことであった。例えば留学初期に首都ワルシャワでロー
タリーキャンプがあった時、参加した日本人は私一人
で、その時は英語もろくに話せず、その日は公園のトイ
レの裏で体育座りをしていた。日本では普通に友達がい
て、なに不自由なく生活していた私からすると、それは
かなり精神的に苦痛であった。ただこの孤独な体験は自
分が変わる為のきっかけとなった。今まで完全に乗っ
かっていたレールの上を離れることができ、自分を客観
視できるようになった。それは人間として成長するチャ
ンスを山ほど見つけさせてくれた。人間は弱いと思う。
私たちはつい現状に妥協し、満足し依存してしまう。自
分を変えないと生活することさえ難しい、それが「留
学」というプログラムであった。留学中私はある程度自
由に行動することができ、自分を見つめ直す機会が与え
られた。ひとり学校からの帰り道、山を越える時いつも
考えた。『私は、何者だ？』と、雪の日も雨の日も、い
つもいつも。私は日本で勉強し塾に通っていた時より
も、留学中独りになって自問自答する方が人間的に成長
することができた。これらのことを考えると、最初に辛
いと感じた『英語が話せないこと』『異国で生活するこ
と』『日本人がひとりだったこと』は、今となっては最
高の感動であり、人生の教材であったと思う。

上田平 歩樹 さん 留学先：ポーランド　グルジョンツ

野田　美里 さん 留学先：アメリカ　アイオワ州

第一ホストファミリー

第二ホストファミリー
（２人用のプリクラ機
に４人で入った）

第二ホストファミリー
のウィリアムと写真に
落書きをしあった

宮崎学園高等学校
ホスト：宮崎RC

鹿児島修学館高等学校
ホスト：鹿児島東南RC

ロータリーの留学生たち
がクリスマスに集まりまし
た。いきなり英語で母国
の紹介をお願いされたと
きはかなり焦りましたが、
空手の演舞を見せ会場が
盛り上がりました。

柔道の仲間と撮った一枚
です。下の右端のスキン
ヘッドの方が二番目のホ
ストファミリーで、よく一
緒に柔道の練習に行きま
した。皆さんとても親切
で、日本のことについてよ
く尋ねられました。

ポーランドの城の絵画を
描いたときの様子です。
美術学校にも通わせても
らえ、ほぼ毎日絵を描い
ていました。先生方はとて
も親切でした。休日には
時々車で観光名所に行き
ました。
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■2700地区は、台湾の3480地区と友好関係にあり、毎年メン
バー相互の訪問による交流があります。台湾からの訪問の際は、
日中は主に福岡の観光地を案内し、夜はレセプションや懇親会を
おこないます。滞在期間は４～５日、来訪者は50名程度である
ため、地区の一大イベントとなります。交流には言葉の壁があり
ますが、各自携帯を片手に翻訳機能を使ったり、当時は地区内に
英語や中国語を話せるローターアクターがいたため、通訳者に
入ってもらったりしてコミュニケーションをとりました。

■2700地区では毎年クラブごとにバザーを開催しています。福岡城西ローターア
クトクラブでも、ロータリアンやローターアクトのメンバーから提供品を頂いて、
博多駅などでバザーをおこなっています。当クラブではバザーの収益をチャリティー
に充てており、親のいない子どもたちを預かる施設などに寄付していますが、クラ
ブによってはバザーの収益を自クラブの活動にあてるところもあるようです。

■2700地区では１年間かけて地区内に14存在するロー
ターアクトクラブの公式訪問をおこなっています。参加者
は70～80名ほどの大人数に及びます。各クラブの例会の
質を高めてもらったり、各クラブの活動の特徴を学んだり
する意図もありますが、一番の目的は交流と親睦です。公
式訪問例会では参加型のプログラム（ディスカッション、
テーブルワーク）や、クラブ会員を講師として講演を企画し
ます。毎年開催しているため知り合いも増えて居心地もよ
く、年に一度友達と再会する貴重な機会となっています。

■2017年７月に起こった九州北部豪雨により被災した福岡県朝倉
市へ出かけていき、災害復興ボランティア活動に参加しました。浸
水した地域では民家の天井あたりまで泥が溜まっていたため、ス
コップと一輪車を使って泥を取り除きました。活動は１日のみでし
たが水分を含む重い泥かきは想定以上に難航して、思った通りの成
果が上げられなかった、というのが率直な感想です。それでも災害
復興の大変さと大切さを実感することの出来る機会となりました。

今年度地区代表の平間知訓さんは以前福岡城西ローターアクトクラブに３年間所属され、役員も歴任され
て、2700地区内の活動に深く関わっておられました。当研修会では、2700地区内でその当時行われていた
様々なイベントの活動紹介がありました。

2020年11月28日、霧島市国分建設会館にて、2020-21年度 地区ローターアク
トグループ合同研修会が開かれました。地区内のローターアクター達と、
ローターアクト委員会・吉留幸文委員長をはじめとしたロータリアンとが集
い、ローターアクトの目的や今年度の地区ターゲット、そして他地区のロー
ターアクトの活動の成果を学ぶ、実り多き研修会となりました。

ラシクタノシム　らしく、楽しむ
LID2730  ローターアクト  グループ合同研修会

▲写真右から
　　平間　知訓さん（地区代表）
　　山田　早穂さん（地区幹事）
　　重久　裕貴さん（地区会計）

福岡空港でお出迎え

福岡城西RAにて開催したときの公式訪問例会
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ローターアクトの先輩方から学ぶとともに、今までにない新しい取り組みを始め
ましょう。背伸びせず、自分らしく活動し、何か一つでもいいのでやりたい事を
見つけて、それをやり遂げてください。ローターアクトの活動をそれぞれのペー
スで伸び伸びと楽しみましょう

－ 午後からはボーリング大会がおこなわれ、ローターアクター達の親睦が深まりました －
来年度以降は、たくさんのロータリアンのご参加をお待ちしています。ローターアクトの提唱クラブでない
クラブのロータリアンも大歓迎です。　若きローターアクター達と楽しくふれあうことの出来る機会をお見
逃しなく！（ローターアクター、ロータリーRA委員会一同より）

リーダーシップと自主性が溢れる、ローターアクターたちの笑顔と礼儀正しさが印象的でした。（月信委員会取材）

ロータリーのパートナー

2020-21年度　地区ターゲット「温故知新～ラシクタノシム」

ローターアクトソング 
世界は広し　われらは若し
命の限り　誇りに生きん
熱き血潮を　誠と愛に

注ぎつくして　悔いあるべきや

口ーターアクト
ローターアクト
われら若人 

口ーターアクト
ローターアクト
若さ燃ゆるよ 

目　的
ローターアクトの目的は、青年男女が個々の能力開発のために役立つ知
識やスキルを身に付け、各地域社会の物質的、社会的な二ーズに取り組
み、親睦と奉仕活動を通じて全世界の人々のあいだにより良い信頼関係
を築＜機会を提供することにある。

目　標
１．専門能力と指導力を開発すること。
２．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
準および品位を保持し推進すること。

３．若い人々に地域社会をはじめ世界各地の二ーズと懸念事項に取り組
む機会を提供すること。

４．提唱口ータリークラブと協力して活動にあたる機会を提供すること。
５．将来にロータリーの会員となるよう若い人々に奨励すること。
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RYLAとは　　地区内の若い人々とロータリアンが参加する地区プロジェクトであり、若い人々の指導者及
び善良な市民としての資質を伸ばすことを目的としています。それにはまず、ロータリーが青少年に関心を
示すとともに彼らを尊重し、実施プログラムを提供して、彼らに責任ある有能なボランティア指導者となる
方法を身に付けてもらうようにするものです。
例年RYLAでは若者たちにグループに分かれてディスカッションをしてもらい、問題解決の為の協調性や
リーダーシップ性を磨くプログラムを実施しています。以前はプログラムのスケジュールを細かく決めてお
りましたが、前年度のライラから食事と入浴の時間以外は全て自由時間としました。就寝時間にも決まりは
ありません。それにより受講者達はディスカッションの進行に合わせて、過ごし方を自主的に決めることが
できるようになりました。

例年RYLAに参加するロータリアン達には各グループの「ディスカッション　カウンセラー」になってもら
い、プログラムの進行を見守って頂いております。カウンセラーが例年陥りやすいことと、カウンセラーの
心得をまとめました。

カウンセラーが例年陥りやすいこと　　■内々に取り決めた原則をグループ内の受講生に押し付けてしまう
ことにより、受講生の自由が無くなり、グループの発展が阻止される。■受講生に対して目先の目標への達
成を早急に求めてしまい、感情的に焦ってしまうことがある。■カウンセラーが感情的になると、受講生は
カウンセラーに対する不信感を持つこととなり、あるいはカウンセラーを意識しすぎて萎縮した雰囲気に
なってしまう。

カウンセラーとしての心構え　　　カウンセラーが受講生と同じ目線に立って接し、彼らを理解しようとす
るところから互いの関係が発展します。カウンセラーは若者たちのディスカッションを「人生の先輩として
の良き相談役」として見守りますが、ただ黙っているだけではなく、プログラムへ適度に参加し、「カウン
セラーもグループの一員として一緒に成長する」という心構えが必要です。ライラのグループ体験は、出会
うことの楽しさや受講生の相互関係の確立であり、カウンセラーの役割は若者たちが親密な関係になる為の
快適な環境をつくることにあります。
グループの成長を見守る　　　受講生たちはグループ内において、以下のようなプロセスを経て深い友情と
人間関係が確立されていくと考えられます。

個人やグループの模索 否定的感情の表明 相互信頼の発展 親密感  深い相互関係の確立と自己直面

以上のプロセスが　順調に形成できているかどうかの尺度として、以下のチェック項目があります。

■自由で自発的な発言の活発さ　■かなり重要な自己の問題や内情を語った人の数　■語られた話のその人
にとっての重要性　■他者に対する傾聴　■他者に対する自由で自発的なフィードバック　■率直な発言　
■カウンセラー自身が受講生のひとりとして言動できる雰囲気　■グループに対して満足感を持った人の
数、満足感の深さ　■グループの安心感、心地よい雰囲気、相互の信頼　■グループの親密感　■グループ
のまとまりと連帯感

グループの成長を見守るカウンセラーの態度として、グループがどのような展開になったとしても、まずは
その状態をそのまま受け入れることが大切です。カウンセラーが発言するときは、「私は～と思う。」とい
う私言葉で伝えます。グループが打ち解けられないときは、カウンセラー自身の葛藤や悩みを適宜打ち明け
てみることも必要です。

RYLA委員会 委員長
鈴木　俊二（加治木RC）

青少年のリーダーシップを育成する
RYLA　　ロータリー青少年指導者養成プログラム
2730地区の　新たな試みと、その成果

カウンセラーの新たな試み　－RYLA　プログラムの目的を達成できるようにするために－
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原則１　全員に発言の機会を与える。　■グループディスカッションにおいて、受講者へ平等に発言の機会
を与えるが、決して発言は強制されないようにする。発言の機会を与えられた人は、発言しないで黙ってい
ることを選択することもできる。■カウンセラーは　発言しない受講者に対して、時折タイミングをみて
「ほかの人の発言を聞いて、何か感じたことはありませんか？」と話をふってみる。■カウンセラーもグ
ループメンバーの一人であり、相談役としてグループと共に成長する。しかしカウンセラーが受講者の発言
や体験の場を制限してはならない。
原則２　軽い話題から入る。　■特にプログラムの初期においては、緊張により発言できない人が多いた
め、軽い話題から入ることが求められる。■グループが親密になると心から話せるようになり、そのときメ
ンバー達は「話が深くなった」と感じる。その一方で「話が重い」と感じるときは、グループがその話題を
受け止めるだけの親密さが欠けており、そのときメンバー相互間には心理的距離がある。よって「重い話」
を受け止めるには、グループ内が親密であることが必要である。その際は軽い雑談などもあいだに取り入れ
たりした方がよい。
原則３　相対的心理の両方を取り上げる。　■受講生は期待を持つ人もいれば、不安を抱えている人もい
る。相異なる二つの心理が共存していることを理解し、グループ全体が不安のみに支配されないようにす
る。■カウンセラーは賛成や反対などといった相対的な決めつけをするのではなく、「こんな見方もあるの
では？」あるいは「こんな感じ方はどうだろう」といった多様な見方の調整をするように働きかける。
原則４　成長プロセスを評価する。　■プログラムの達成は手段であって目標ではない。したがって受講者
たちの意見や議論の優劣を競うものではなく、グループの成長のプロセスを評価することが大切である。
■カウンセラーは、グループがプログラムを通して成長することを支援する。
具体的にはグループ内において「仲間体験」と「仲間関係」のプロセスをつくる。
▶仲間体験＝「①仲間に自分を表現する（自己開示）」「②仲間にふれてみる（自己吟味）」「③仲間に問い
かける（自己リスク）」「④仲間に支えられる（自己受容）」　▶仲間関係＝「①知らないメンバーと仲間に
なる（ストレンジャー）」「②仲間の新たな面を発見する（ファミリア）」「③対立を超えてさらに親密にな
る（カウンター）」「④仲間同士で支えあう（サポート）」　■ディスカッションはしばしばネガティブな
側面にとらわれる。そのときカウンセラーは、メンバーにポジティブな側面に目を向けるように働きかける。
原則５　受講者たちをつなぐ。　■班のメンバーの発言が他のメンバーに受け入れられるように「つなぐ」
ことを試みる。▶【①共通性を取り上げる】最初にメンバーの共通性を取り上げることにより共感が形成さ
れ、グループの仲間意識を深めることができる。▶【②うけとめる】カウンセラーとして、受講生が他の受
講生の発言を深く受け止めるように工夫する。▶【③お互いにサポートする】カウンセラーだけが援助者に
なるのではなく、グループの全員が互いの援助者になるようにする。▶【④セッション同士をつなぐ】カウ
ンセラーは前後の異なるテーマのセッションが連続した「ひとつの流れ」になるようにする。
原則６　少数意見を尊重する。　■多数派が少数派を攻撃したり敵対したりしないように気をつけて、メン
バー全員による「支えあい」の雰囲気をつくる。■カウンセラーは少数派と多数派のあいだに立ち、時とし
て少数派に重きを置くことがあっても、両方の気持ちが通い合うように働きかけをおこなう。
原則７　体験を共有する。　■受講生は自己の体験を他のメンバーと分かち合い共有することを試みる。　
■カウンセラーは受講生に大きな変化を期待してしまうが、変化は意外と小さい場合が多い。カウンラーは受
講生に劇的な変化を期待して焦るのではなく、小さな変化を大切にして共有するスタンスであることが望ましい。
原則８　切りよく終わらせる。　■プログラムの終了の場面において、カウンセラーは受講生が自己の体験
をまとめるのを手伝い、別れが歯切れ良いものになるようにする。▶【①終わりに新しいことを始めない】
最後のセッションはグループの体験として終わり切り、全体のまとめを行い日常へとつなぐ。最後に「言葉
の花束」を送りあうのも良いだろう。▶【②プログラムは継続している】プログラムは終わっても、心の中
ではみんなが繋がっており、プログラムで構築した成長のプロセスは、日常生活においても応用できること
を意識させる。

カウンセラー「８つの原則」
2730地区RYLAが2019年度より採用している「ディスカッション・マニュアル」です。ビジネスにおける
会議や、ロータリークラブ内での会合、そしてロータリーがリーダーを育成するためのディスカッションに
応用できるのではないか、との思いで掲載いたしました。（月信委員会）
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■白井さんの講演を聞いて、今自分ができることを全
力で行うことがとても大切だと感じました。与えられ
た仕事を一生懸命することが信頼につながり、いろい
ろなチャンスが巡ってくる。今回学んだことを日々の
仕事や生活でも生かしていきたいと思います。リー
ダーの役割は人をまとめるだけでなく、互いを支え合
う力を身につけさせることも大切だと感じました。
■白井さんの講演では、リーダーシップを取るために
必要な言葉やアイデアを学びました。
■白井さんの講話ではコーチとして選手たちを「信じ
て・任せて・感謝する」という言葉が印象に残りまし
た。

■講演会では組織としての自分の役割や、チームとし
ての目標の立て方について学びました。特に白井さん
のお話からは、日本ハムのチームの一体感を感じまし
た。職場に戻ってもチームとして同じ目標を持ち、一
体となって仕事をしていきたいと思います。
■「30メートル全力疾走せよ！」この言葉はすごく
心に響きました。何事も一生懸命に生きている人は、
たとえ結果が出なかったとしても周りからの信頼を得
て運を引き寄せる。積み重ねることの大切さを感じま
した。そして１つの目標を全員が目指せるようにサ
ポートできるリーダーってすばらしいなと思いまし
た。今回学んだことを思う存分これからに生かしてい
きたいです。

■１つの課題に対して皆が意見を出し合うことがとて
も大事だなと感じました。リーダーシップが取れるよ
うになると仲間の雰囲気なども変わると感じたので、
これからもっとリーダーシップについて学べる機会が
あればいいなと思いました。
■今回の研修を通して「理想のリーダー像」について
深く考えることができました。初めて会う人たちとい
きなり一緒に活動する事は人見知りの私にとって不安
でしたが、課題を解決するという目標をそれぞれが意
識して真剣に取り組んでいくうちに、仲間と自然に打
ち解けることができました。
■異業種の方々と関わることの新鮮さを感じました。
普段は同業者との研修が多いため、今回は共通点の少
ない中で１つの課題に取り組むことの難しさも感じま
した。未だリーダー経験のない私が「どういった指導
者が素晴らしいのか」を考えることは頭を悩ませる問
題でした。しかしそれぞれが感じたことを口に出し、
話し合うことで１つの形として完成させることができ
たと思います。今回学んだことを１つでも多く実践の
場で生かすことができるよう心がけていきたいです。
■今回のライラに参加して、共通の課題に対してどう
取り組んでいったらいいのか、自分が発言したものが
どう反映されるのか、あるいはどうしたら仲間に取り
入れられるのかを学ぶことができました。そして今後
「どうすればグループが良い方向に向かうことが出来
るのか」についてのヒントを得られました。

■ディスカッションではコミュニケーションなどを取
り合いみんなの意見を尊重しグループ全体の意見を導
き出すことができました。
■ディスカッションでは同世代の友達とリーダーの理
想について議論を行い、リーダーについて改めて考え
ることができました。また他のグループの意見や考え
方を聞く機会もあり、同世代の考え方は参考になりま
した。今回のような議論する機会はなかなか無いので
非常に良い経験となりました。今回のこの経験を職場
等で活かしていきたいです。
■初めて会う人たちと会話することが苦手だったので
すが、この研修を通して少しは会話することが出来る
ようになりました。全く知らない人たちと一緒に１日
生活してみて、いろんな考え方や発言の個性などがあ
り、最初はすごく嫌だったけれど、振り返ってみると
楽しく過ごすことができました。

2019-20年度　RYLA　　受講生たちの　学びと感動

テーマ：「個と和」を活かすリーダー論　若手リーダーとして自立するために

グループディスカッションの後、その成果をグループ毎に
全員の前で発表しました。
グループディスカッションの後、その成果をグループ毎に
全員の前で発表しました。

グループディスカッション

講　演

テーマ： リーダーとなるために何が必要か？何に気をつけなければならないのか？

講師：白井　一幸 氏
（元日本ハムファイターズ一軍コーチ兼作戦担当）
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皆様のクラブの活動報告や新聞掲載記事などを是非お送り下さい。（月信委員会）

❖クラブ活動報告

阿久根RC 岡勇次さんに「職業奉仕賞」を授与
しました

2020年9月8日
そうめん流し大野庵にて

阿久根RC 就職希望の高校生に模擬面接を
実施しました

2020年9月17日
鶴翔高校にて

❖クラブ活動報告

宮崎中央RCインターアクトクラブ活動の提唱校である宮崎
海洋高校の３年生を対象とした就職、進学の為の模擬面接を
実施しました。コロナ禍で色々と制限を受けている生徒に
我々がしてやれる事は何か。少しでも人生を有利に前向きに
持っていけるお手伝いではないかと、青少年奉仕委員長、職
業奉仕委員長はじめ、会長幹事にも全面的に協力を頂きまし
た。約100名の生徒に対し、20名以上の会員で分担して行
いました。事前の面接方法や禁止事項の確認、ソーシャル
ディスタンス対策を何度も高校側と話し合い、無事全員に模
擬面接を終える事が出来ました。生徒たちの真剣な眼差し、
緊張感、時折見せる笑顔を目の当たりにし、インターアクト
クラブ活動の大切さ、我々のやらなければならない事を再確
認できたような気がします。子どもたちに幸あれ。

クラブ（外園生一会長）の例会がそうめん流し大野庵で開催
され、同施設を運営する㈱海連の岡勇次さんが職業奉仕賞を
受賞されました。
岡さんは入社16年目で、阿久根工場の倉庫管理課長。大野
庵のオープンにも深く携わりました。同社社長の永井幸枝さ
ん（写真：左）は「明るい人柄で同僚を引っ張ってもらい、
阿久根に進出してからずっと会社を支えてもらっています」
と笑顔。岡さんは「表彰していただき、大変光栄です。阿久
根で生まれ育って56年。愛着ある阿久根で、これからもお
客さまに喜ばれる仕事をしたいです」と話されました。

就職を希望する鶴翔高校の3年生を対象に、阿久根口ータ
リークラブ（外園生一会長）の会員16人による模擬面接が
同校で開催されました。
参加した生徒48人は、希望する職種ごとに分かれた面接会
場で、少し緊張した様子を見せながらも、志望動機などの質
問に礼儀正しく回答していました。面接官の方々からは、面
接に臨む上での注意点や心構えのほか、「しっかりと自分の
言葉で話すことが大事」などのアドバイスがあり、生徒は真
剣な表情で耳を傾けていました。 

宮崎中央RC 就職・進学の為の模擬面接を
実施しました

2020年10月8日
宮崎海洋高校
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❖クラブ活動報告

今年は雨を心配することもなく天候に恵まれ、また薩摩中央高校の
協力により、畑もきれいに手入れをしていただき大きなイモが出来
ていて、安心して当日を迎える事が出来ました。
7園の園児183名、引率30名、保護者15名、という総勢228名に
よる開催でした。昨年よりは50名程少ない人数でしたが、子ども
たちの笑顔にいやされるとても賑やかな収穫祭となりました。
コロナの関係で、今年は持ち帰りのイモの天ぷらは中止と致しまし
たが、収穫祭を実施出来て本当に良かったと思います。
会員そしてインターアクトに協力いただき盛大に無事終了出来まし
たことを大変感謝しています。また同時に会員から唐揚げの提供も
あり、インターアクトの生徒さんたちにも喜んでいただきました。
ありがとうございました。

宮之城RC 町内の保育園児たちとさつま芋の
収穫祭を行いました。

2020年11月14日
県立薩摩中央高校農場

❖クラブ活動報告

10月14日、鹿屋女子高校で文書棚の寄贈式が行われました。この
文書棚は、鹿屋ロータリークラブが寄贈したもので、新校舎の完成
を記念して、同校の生徒に充実した学校
生活を送ってほしいという思いから贈り
ました。贈られた文書棚は１階職員室前
に設置され、各学級の文書配布用の棚と
して活用されています。

鹿屋RC 実りある学校生活のために
文書棚を寄贈

2020年10月14日
鹿屋女子高校

❖クラブ活動報告

この度地区補助金を利用して桜島・錦江湾ジオパーク推進協議会と
共催で『大木先生と行く！姶良カルデラ満喫ツアー』を開催致しま
した。当日は快晴のなか鹿児島中央駅を出発し、重富なぎさミュー
ジアム、上野原縄文の森、上野原ハイテク展望台、国分川原シラス
の崖、桜島ビジターセンターを一般応募された33名の親子と巡り
ました。
各訪問地ではもちろん、バスの中でも鹿児島の大地を知り尽くした
鹿児島大学名誉教授・大木公彦先生が姶良カルデラについて語って
下さり、参加した子どもたちも一生懸命、楽しそうに質問をしてい
ました。参加された皆様も終わりには、『大木先生の話が分かりや
すかった』『あっという間でもっと話を聴きたかった』『地球の神
秘に触れているようでワクワクした』と多くの嬉しい反響をいただ
くことが出来ました。※当日はコロナウィルス感染症を防ぐためバ
スは定員の半分の人数で乗車、マスク、アルコール消毒、換気など
を徹底して開催しました。

鹿児島東南RC 大木先生と行く！
姶良カルデラ満喫ツアー

2020年10月3日
姶良・桜島

上野原縄文の森にて大木先生の話を聴く様子

上野原ハイテク展望台にて集合写真

建て替えられた鹿屋女子高校
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ガバナーエレクト就任 / 入退会報告

Web例会のご紹介
例会への出席については、各クラブで工夫されていると思
いますが、Webでの例会開催やリモート出席もその一つ
です。Web例会を実施されている加治木RCの方法をご紹
介しますのでご参考にされてください。

2020年12月５日にガバナー指名委員会が開催され、協議の結果、「山ノ内　文治」会員をガバナーノミニー
（2022-23年度ガバナー）に指名することを全会一致で決定いたしました。

ガバナーノミニー（2022-23年度ガバナー）決定

●氏　　　名

●所属クラブ

●生年月日
●職　　業

昭和23年４月22日
電気設備工事　配電盤製作　㈱明興テクノス　代表取締役

●主な学歴・職歴
昭和48年３月　国学院大学　法学部　法律学科　卒業
昭和49年２月　株式会社　菅原商会（管理部総務課）入社
昭和53年10月　株式会社　明興電設　入社
昭和56年１月　同　取締役
平成７年７月 （社名変更）株式会社 明興テクノス 取締役
平成10年７月　　　同　　 代表取締役社長

山ノ内　文治（72歳）
鹿児島ロータリークラブ

やま の うち ふみ はる

●所　　　属
●入会年月日
●職業分類
●クラブ会長経験
●そ　の　他

鹿児島ロータリークラブ
平成11年２月19日
電気配電盤製作
2019-20年度会長
ポールハリスフェロー
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

●地区役員経験
2006-09年度　社会奉仕部門　社会奉仕委員会 委員
2010-11年度　地区大会実行委員会　大会副幹事
2015-16年度　補助金・ポリオプラス委員会 委員
2016-17年度　補助金・ポリオプラス委員会 副委員長
2017-18年度　ロータリー財団委員会 委員
　　　　　　　 補助金・ポリオプラス委員会 委員長
2018-19年度　ロータリー財団部門 補助金委員会 委員長

略　歴

ロータリー歴

使用機材
配信撮影用の携帯（※iPhone）、配信表示用モニター
携帯とモニターを繋ぐ機器（※AppleTV）、三脚と携帯ホルダー
web配信アプリ　（※zoom）
※は加治木ロータリークラブが使用している機材及びアプリ

web配信手順（加治木ロータリークラブの場合）
1. モニターにAppleTVを接続
2. iPhoneの下スワイプから画面ミラーリングを選択
3. リストからAppleTVを選択しモニターに表示
4. web配信アプリを起動し例会を開催する

備考
配信撮影用の携帯はiPhoneに限らずAndroidでも可能
配信用モニターは使用せずともweb会議は可能
携帯とモニターの接続は無線・有線どちらでも構わない
※無線の場合はBluetooth接続の機器、有線の場合は対応の
USBとモニターに対応した接続端子（HDMIケーブル等）
web配信アプリはzoom以外にも複数あり、有料・無料や同時接続
人数、通信料など状況に応じて選択

加治木ロータリークラブにおけるweb例会の環境

11月 入会報告

11月 退会報告

ご入会おめでとうございます。

おつかれさまでした。

物故会員 謹んでご冥福をお祈りいたします。

宮司和光 川内RC 70 R2.11.8 26
クラブ名氏　　名 享　年 ご逝去日 ロータリー歴

ティティズイン
澄田　達也
今岡　友恵
日高　安隆
中武　功見

（　　　　　　 ）
（　　　　　　 ）
（　　　　　　 ）
（　　　　　　 ）
（　　　　　　 ）

宮 崎 R C
宮 崎 西 R C
宮 崎 西 R C
宮 崎 南 R C
高 鍋 R C

前野　秀秋
出口　時治

（　　　　　　 ）
（　　　　　　 ）
延岡中央RC
阿 久 根 R C

近藤　哲哉
浦門　純二

（　　　　　　 ）
（　　　　　　 ）
鹿児島西RC
鹿児島北RC

中間　幸一
重田　千尋

（　　　　　　 ）
（　　　　　　 ）
鹿児島北RC
串 良 R C

田尾　美和
片野坂理絵子

（　　　　　　 ）
（　　　　　　 ）
奄 美 R C
串 木 野 R C

猪野　国暁
堀之内　学
三原　政彦
藤丸　昌己
神足　奈歩

（　　　　　　 ）
（　　　　　　 ）
（　　　　　　 ）
（　　　　　　 ）
（　　　　　　 ）

西 都 R C
宮崎中央RC
宮崎中央RC
宮 崎 東 R C
宮崎アカデミーRC

小田　浩司
西袴田邦子
木村　智美
萬造寺輝男
有村　博司

（　　　　　　 ）
（　　　　　　 ）
（　　　　　　 ）
（　　　　　　 ）
（　　　　　　 ）

都 城 西 R C
串 木 野 R C
串 木 野 R C
串 木 野 R C
串 木 野 R C

林　健太郎
新村　祐子
池田　昌彦
増喜　裕二
久木田瑞代

（　　　　　　 ）
（　　　　　　 ）
（　　　　　　 ）
（　　　　　　 ）
（　　　　　　 ）

阿 久 根 R C
国分中央RC
国分中央RC
鹿児島西RC
鹿 屋 R C
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お知らせ

ロータリー青少年交換プログラムの目的は以下の通りです。

■国際理解と親善の心を育む。
■青少年の「エンパワメント（※）」を通じて好ましい変化を生み出す。
■プログラムに参加する受入クラブ、ホストファミリー、地域社会、学生の間に生涯にわたる関係を築く。

※エンパワメントとは：よりよい社会を築く為に人々と協力し、自分のことは自分の意志で決定しながら生
きる力を身に着けていこう、という考え方をいいます。

海外で生活する事は、国際理解と平和を推進する素晴らしい方法です。青少年交換を通じて、
学生は新しい言語を学び、異なる文化と慣習を知り、生涯にわたる友情をはぐくみます。

地区はロータリークラブと協力して青少年交換プログラムを運営します。他団体が運営する交換留学プログ
ラムとは異なり、ロータリー青少年交換はボランティアであるロータリアンが管理します。このため管理運
営費が比較的安いだけでなく、熱心なロータリアンによる支援ネットワークが確立されています。また青少
年の安全が常に最優先されるよう、ロータリーの青少年保護方針や青少年交換の地区認定プログラムが定め
られています。リーダーの明確な役割、しっかりと構成された委員会、十分に研修を受けた的確な地区・ク
ラブリーダーが揃っていれば、何年にもわたってプログラムの成功が保障されるでしょう。効果的な青少年
プログラムはリーダーの役割を担う熱意あるロータリアンにかかっています。
 ロータリークラブの役割 　地元での手配を行い、学生の派遣等受け入れのための効果的な支援体制を築く
には、ロータリークラブ、ロータリアンとその家族、地域社会の人々が重要な役割を果たします。参加は必
須ではありませんが、すべてのクラブが青少年交換に参加するよう奨励されています。クラブ会員は、クラ
ブ青少年交換委員会会員、ホストファミリー、ロータリアンカウンセラー等として、青少年交換活動に参加
することができます。
 国際ロータリーの役割 　　国際ロータリーは、ロータリー青少年交換に参加する地区に以下の支援を提供します。
■地区認定プログラムの実施。
■ロータリー方針が守られるようにガイダンスを提供。
■海外パートナーとの連絡を援助し、ロータリアンや一般の人々からの問い合わせに対応。
■青少年交換プログラムのための連絡、コミニケーション、推進用リソースを作成。

　　　第3地域　RRFC　
 田村　泰三 様より　

拝啓　時下ますますご清祥
のこととお慶び申し上げま
す。平素はロータリー財団
について格別のご協力を
賜り厚くお礼申し上げま
す。さて、先日のロータリー

財団地域セミナーでご紹介させていただきました、2019-20年
度ポリオプラスへDDFの20％以上を寄贈してくださった地区へ、
感謝状をご送付申し上げます。ご協力いただきまして、誠にあり
がとうございました。本支援はポリオプラス事業にとって大変重
要なものであり、各地区におかれましては、何卒、継続してご支援
をお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　敬　具

理解して、「行動人」になろう！　ロータリーの基礎知識

今回のテーマは 青少年交換

フェイスシールドを寄贈したことに
対して、鹿児島県歯科医師会より
感謝状をいただきました。

ポリオプラスへの寄贈に対し感謝状をいただきました。

（　　　　　　 　）


