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川崎北ロータリークラブ会報

第2934例会	 令和3年5月26日（水）
（本年度第30回）

点　鐘 松山 直樹 会長

司会と斉唱 横山 芳春 会場監督
「手に手つないで」

出席報告

会員数47名 出席47名 欠席0名

（対象外0名） 出席率100%

お客様紹介 松山 直樹 会長
（株）星野土建 一級建築士事務所 代表取締役 星野 将史 様

会長報告 松山 直樹 会長
「�日本のロータリー100周年を祝う会記念式典・祝賀会」オ
ンライン開催のご案内
コロナの影響によりオンライン開催に変更となり、事前の
登録なしで皆様にご視聴いただけるようになりました。日
本のロータリー 100 周年を祝い、振り返り、そしてこれか
らのロータリーについて皆様と共に考える時間を共有でき
れば幸甚ですとのことです。※ 5/20 メール転送済
YouTube ご視聴用 URL：https://youtu.be/n0S389tUijw
※動画は 6月 18日（金）まで視聴可能

幹事報告 谷口 一成 幹事
1.�地区からの来信
�地区ローターアクト地区研修協議会および学友会設立総会
ハイブリッド形式にて開催のご案内
日時：6月 20日（日）
地区研修協議会 ･卒会式 12：20-15：00
学友会設立総会 15：20-17：00
場所：ロイヤルパークホテル 3F�+�オンライン
2.�他クラブ例会臨時変更
�●川崎麻生RC
6月18日（金）例会場変更　琴平会館
�●横浜あざみRC
6月9日･23日（水）休会
6月2日･16日･30日（水）移動例会
アートフォーラムあざみ野2F　点鐘13：15
※例会中の食事・飲み物のご用意なし

クラブフォーラム
青少年奉仕委員会 石坂 想 青少年奉仕委員長

ロータリークラブで掲げる青少年奉仕活動の目的は、青少年
や若い世代の社会人がリーダーシップ能力を伸ばせるよう支
援することです。活動内容は次の4つです。

①インターアクトクラブ/IA（Interact Club）
・対象：12歳から 18歳までの青少年
・目的：�学校や地域社会での課題に取り組むために結成す

るクラブ
・�国や各地区によってさまざまだが、当地区においては「高
校におけるボランティア系の部活動」

・�当地区では、合計 20の中学校・高校にインターアクトクラ
ブがある（2021 年 3月現在）
・�担当クラブを「スポンサークラブ」、「提唱クラブ」という
提唱クラブ…�活動を始める提唱をする地元のロータリー

クラブ
・横山会員が地区の委員長代理として選任されている

②ローターアクトクラブ /RA（Rotaract Club）
・対象：18歳以上（2590 地区では 30歳まで）
・目的：地域社会または大学を基盤とした奉仕クラブ
・インターアクトを卒業してから参加するクラブのイメージ
・�インターアクトと同じように、地元のロータリークラブ
が提唱して発足する
・当地区では、現在 6クラブ（2020 年 10 月現在）

③ ロータリー青少年指導者養成プログラム（Rotary Youth 
Leadership Awards）RYLA（ライラ）
・対象：14から 30歳までの優秀な青少年
・�合宿セミナーでは、打ち解けた雰囲気の中、青少年のグルー
プが、自己開発、指導力、そして善き市民としての資質
を高めることを目的に、指導者研修、討論会、感銘を与
えるような講演、社会活動といった取り組みがいのある
プログラムに数日間参加する
・毎年異なるプログラム開催（セミナー、研修、キャンプ）
・色摩会員が地区の委員として選任されている

④ロータリー青少年交換　（Rotary Youth Exchange）
・対象：15歳から 19歳の学生
・外国での生活を通じて異文化を体験する機会を提供
・長期（1年間）または、短期（春休みや夏休みのみ）
2590 地区は長期交換のみを実施しており、学生は現地の
学校へ通学する
※�現在は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、
全世界で、活動停止中

当クラブの重点分野は「インターアクトクラブ」
当クラブは、横浜あざみ RC と共同で「クラーク記念国際高
等学校�横浜青葉キャンパス�インターアクトクラブ」のスポ
ンサークラブをしています。インターアクトに携わったこと
のある会員の感想、今年度の RYLA の活動報告は次のとおり
です。



・活動資金の援助はスポンサークラブの活動に含まれるのか？
→洪インターアクト委員長：前例では、地区へ行く、海外
研修などを除き、基本的にありません。ただし、学校か
らも支給がなく活動が難しいようであれば、今後の参考
にするためにも、まず年間活動計画書をスポンサークラ
ブに提案してみてはいかがでしょうか。

ニコニコリポート
松山 直樹 会長、洪 征治 副会長、谷口 一成 幹事
本日は5月の最終例会です。今回もオンラインでの例会開
催となります。東京都の緊急事態宣言も延長されるようで、
いつ通常例会が再開できるか不透明になってきました。ま
た今期も残すところ約一月となりました。早く皆様と例
会場でお会いしたいですね！本日は青少年奉仕のクラブ
フォーラムです。石坂委員長、よろしくお願いいたします。

ビール同好会：戸川 俊雄 君、生垣 繁 君、宮崎 秀樹 君、
大部 哲也 君、洪 征治 君、柳澤 信夫 君、松下 幸夫 君、
豊見山 徹 君
みんなコロナにかからないよう気を付けてね！お酒も外に
飲みに行っちゃいけないよ！

武田 信平 君
フロンターレは、5月22日に横浜FCと戦いました。前半に2
点、後半早々に3点目を得点し、楽な試合になると思われま
した。しかし63分に失点、その後も横浜FCの早い寄せに苦
しみましたが、耐えきって3対1で勝利しました。これで先
シーズンからの連続負けなしは、23試合となりました。今
夜19時から、レモンガススタジアム平塚にて湘南ベルマー
レとの対戦が行われます。下位チームとはいえ調子を上げて
いる相手です。気を引き締めて頑張って欲しいと思います。

横山 芳春 君
今週も、来週もオンラインです。皆様、ご協力の程よろし
くお願いいたします。
※例会場での開催は、6月23日まで延期されました。

- 松山 直樹 会長よりひとこと -
6 月末までに、もう 1 名新入会員を迎えられるよう、みん
なで積極的な声かけをがんばりましょう！

コスタリカの呉田 幸子さんよりメッセージ
皆様いかがお過ごしでしょうか。
私のほうは、今月初めに無事にコスタリカに到着し、大変バタ
バタしていましたが、家も決まり、落ち着いてきたところでご
ざいます。報告が遅くなり申し訳ありません。こちらは雨季で
毎日雨が降っておりますが、寒くも暑くもなく過ごしやすい気
候が気に入っています。道端で見たことのない花や木、鳥など
に出会い、毎日新たな発見を楽しんでいます。しかし、コロナ
感染者数が激増しており、まだまだ身動きが取れない状況です。
仕事のほうもわからないことばかりですが、徐々に力になれる
よう勉強しているところでございます。通勤途中に早速ロータ
リーのロゴが！近くにロータリークラブがあるらしいので、コ
ロナが終わったら訪ねられたらよいなと考えているところです。
引き続きお世話になるかと存じますが、どうぞよろしくお願い
いたします。お身体にお気を付けてお過ごしください。

◇�横山地区インターアクト委員長代理：地区 RYLA 委員会
に 5年所属後、地区インターアクト委員会に所属し、今
年からは委員長代理をしています。
コロナにより活動が中断していたところ、学校側から連
絡をいただき、再度活動が始まりました。まずは 3月に
Zoomにて交流会を行いました。各学校から 40名以上の
生徒が集まり「ドローンの未来の活用方法ついて」の卓
話をしていただきました。また、顧問教諭と地区の委員
との間では、このような状況下でどう活動をしていくか
を話し合いました。限られた中でも、すでに活動し始め
ている学校もあり、地区のほうでも活動の場を設けて欲
しいとのリクエストがありました。また、先日新たにイ
ンターアクトに加わった学校の結成式に出席しました。
来年は当地区が、2011-2012 年度に設立された「全国イ
ンターアクト研究会」の幹事になることが正式に決まり
ましたので、詳細については後日報告いたします。
◇�洪インターアクト委員長：インターアクトは現在 11名の
生徒が集まり、ロータリーと同じような組織構成・例会
が行われています。コロナにより一時中断していました
が、先月例会が行われ、次回は来月の予定です。
◇�戸川インターアクト副委員長：活動に参加しての面白さ
は、生徒たちの成長を間近で見られることです。段々と皆、
堂々と人前で主張ができるようになります。
◇�佐久間会員：私自身がローターアクトに入っていたこと
もあり、インターアクトができたときには、最初の委員
長に選任されました。インターアクトクラブ同士の交流
もあり、洪さんや戸川さんのおっしゃるとおり、子ども
たちの成長が見られる点が魅力な活動です。会員の方に
はぜひとも一度、会に参加していただきたいです。
◇�色摩地区RYLA委員：今年度、地区 RYLA 委員会は、現
時点で 11回の委員会を開催いたしました。佐藤委員長の
2年越しの企画である「高尾の森わくわくビレッジ」で
の合宿を伴う RYLA の開催の実施に向けて活動していま
したが、代替案も含めすべてが中止となりました。予定
通り6月17日に最後の委員会を開催いたします。（書面にて）
◇�佐藤 RYLA委員長：RYLA の開催はできませんでしたが、
ご支援、ご協力をいただき心から感謝いたします。次年度、
充実した RYLA が開催できることを祈りたいと思います。
誠に残念ではございますが、参加者の皆様の安全が最優
先です。（書面にて）

クラーク記念国際高等学校�青葉キャンパス
インターアクトクラブ担当�中島�健太先生からご報告とご質問

・�昨年度はコロナ禍により制限はあったが、11名のインター
アクターが活動した
・6月から 7月にかけて代替わりを行う予定
・例会は Zoomを通して 2回行った
・支給していただいたバッジは活用している
・�コロナ禍により、校外での活動はなかなか難しいので、
地域貢献活動の地域清掃以外は、以下の活動を校内で行っ
ている
例：東日本大震災の被災者へ経済支援のための募金活動
� �コンタクトレンズのアイシティと共同で、コンタク
トレンズ廃棄のエコプロジェクト

� アフリカの女性へ経済支援のための募金活動


