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日　付 時　間 回　数 プログラム内容

６月　５日（火）

６月 １２日（火）

６月 １９日（火）

６月 ２６日（火）

卓話

卓話「親睦委員会の１年」

夜間移動例会・クラブ協議会「１年を終えて」

会長・幹事あいさつ「１年を顧みて」

２６３６

２６３７

２６３８

２６３９

１２：３０

１２：３０

１８：３０

１２：３０

前々回

前　回

本　日

３１（１０）

３１（１０）

３１（１０）

５月 １３日（日）

５月 ２２日（火）

５月 ２９日（火）

３

５

８９.６６

８２.７６

２６

２４

花岡　正　副幹事

武田　茂 会長

第26３３回　2018年５月２２日（火）

司　 会 ／三浦高義 会員

Ｓ.　Ｌ. ／籾山　豊 会員

斉    唱 ／「我等の生業」

ゲ ス ト／ＲＩ第２７８０地区　青少年奉仕委員会

    委員長　　　久保田英男 様

ビジター／大和田園ＲＣ　河西正彦 様

 　座間ＲＣ　　　磯部芳彦 様

会長の時間

委員会報告

幹事報告

本日 ￥８,０００  累計 ￥６０６,５００

　５月１３日の花巻南ＲＣの

皆さんをお迎えしての夜間

例会は親睦委員会の皆様

のご尽力のお陰で大変盛り

上がりました。和光青年会

議の沖縄の踊りも、（戸張さ

んの息子さんもいる）又、踊りに皆様参加して踊って

いただき楽しい時間を過ごさせていただきました。

又、二次会にも沢山ご参加頂き花巻の方 も々満足し

ていただけたと思います。ありがとうございました。

　これには後日談があり、花巻南の幹事が携帯を紛

失！１４日に本人が朝、ホテルで携帯のないことに気

付き、二次会を行ったクラブのママに電話をして午

前中にもかかわらず捜索をお願いし、三次会の別の

飲み屋で発見！！ 朝からご協力いただきましたお店

の方々に御礼申し上げます。この間の経緯はご想像

にお任せしますが結構大変でした。

　その後、花巻の幹事から報告があり、携帯がみつ

かり、うれしくてママと昼間から酒杯を上げていると

言っていました。その後無事にお帰りになりました。

秋には是非是非東北にお出かけ下さい。と言ってお

りました。

　１９日は大和中ＲＣの創立４０周年記念式典に

行って参りました。大いに盛り上がり終了しました。

　以上です。

◆親睦委員会／

　伊藤彦二副委員長

　５月２９日夜間例会の

件。その他５月１３日の移動

例会の報告。

◆出席報告／

　籾山豊委員

◆お祝いの報告／

　三浦高義委員

◆公共イメージ・雑誌委員会

　／松川健治委員長

　夜間例会の駐車位置に

ついて。

◆河西正彦様（大和田園ＲＣ）／青葉の美しい季

節となりました。久しぶりに訪問します。本日はよ

ろしくお願いいたします。

◆磯部芳彦様（座間ＲＣ）／来週の合同例会、三

菱自動車販売会社社長会の為欠席となりますの

で、本日メークにお伺いしました。来週顔が見えな

いからと、怒らないでください。

◆佐々木和夫会員／本日はＲＩ第２７８０地区ガ

バナーノミニーデジグネイト久保田様、よろしくお

願いいたします。

◆古木通夫会員／今年は、草むしりが追いつかな

い！

◆冨岡弘文会員／地区青少年奉仕委員長　久

保田英男様。本日は卓話をお引き受けいただきま

して、ありがとうございます。どうぞよろしくお願

いいたします。

◆伊藤健司会員／来年度に向けてクラブ活動計

画書作成に携わってい

る皆様、本当に色 と々あ

りがとうございます。良

いスタートが切れますよ

うに後一頑張りをお願

いいたします。

◆松川健治会員／ゲス

トビジターの皆様、よう

こそおいでくださいました。先週水曜日に吉岡会

員と共に横浜西ロータリークラブにメイクアップ

に行きました。吉岡会員ありがとうございました。

素晴らしい時間になりました。誕生日のお祝いあ

りがとうございます。

◆伊藤彦二会員／妻の誕生日を祝っていただ

き、ありがとうございます。妻より女性は花束を

何時いただいてもいいものですね！！

卓話

スマイルボックス報告
伊藤彦二会員

卓話者久保田地区青少年奉仕委員長 クラブフォーラム冨岡青少年奉仕委員長

会員お誕生祝い松川健治君 ご夫人お誕生祝い伊藤彦二君

籾山ソングリーダー 司会三浦ＳＡＡ

スマイルＢＯＸ

地区青少年奉仕委員長・

インター / ローターアクト委員会委員長

久保田英男　様
（鎌倉ロータリークラブ）

「青少年奉仕について
～交換留学生プログラムを中心に」

　国際ロータリーの青少年奉仕活動にはいくつ

かのプロジェクトがありますが、２７８０地区では

すべてを行っているわけでは無く、力を入れてい

る交換留学生はＲＩで歴史が長いプロジェクトで

す。

　交換留学生

ですので、一方

的に派遣する

わけではなく、

先方から留学生を受け入れます。そして、世の中

によくある語学留学とは趣旨が違うことが重要

です。ロータリーは１５歳から１９歳ぐらいの青少

年に国際平和の担い手としてなって貰う事を目

的としています。

　留学生が必ず守らなければならないことは、

４つの「Ｄ」をしてはならないという事。すなわ

ちＮｏ Ｄｒｕｇ， Ｎｏ Ｄｒｉｎｋ， Ｎｏ Ｄｒｉｖｅ， 

Ｎｏ Ｄａｔｅです。

　インバウンド（海外からの留学生）を迎える場

合、母国では１０代でも飲酒を認められる場合が

ありますが、ＲＩでは交換留学生の身分では禁酒

ですから注意が必要。本人が運転免許を持って

いても、車やオートバイ船舶など、総て運転禁止

です。男女が二人っきりでデートをすることも禁

止です。これら４Ｄに違反したことが発覚した場

合、直ちに強制送還となる厳しい決まりですか

ら、注意が必要です。

　アウトバウンド（日本からの派遣学生）を、クラ

ブを挙げて支援して頂きたいです。語学について

の事前準備など、派遣候補生はとても不安で、

心細いのですが、ロータリアンが味方となって支

援してくれていると分かると心強くなります。

　留学先の人々に受け入れてもらう上で、日本に

ついての知識は重要。歴史や文化を紹介するこ

とで会話も生まれ仲良くなることができます。お

茶、浴衣の着付け、楽器など披露できると素晴ら

しい。鎌倉ロータリーでは、メンバーが剣道を教

えて、竹刀持参でフランスに行った学生が居まし

た。

　大和クラブでは先日の夜間例会に、島巻さん

をお招きしたとのこと。候補生がロータリーを理

解しておくことはとても重要な準備です。インバ

ウンド、アウトバウンド、皆さんが交換留学生の力

になって下さることを切にお願いいたします。

籾山・本田・田辺

石高・本田・戸張・田辺・相原

　５月２９日（火）は、座間Ｒ

Ｃとの合同夜間例会です。

１８時半から清風です。
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