
 

 

 

 

 

 

 

 

青少年奉仕月間            １６４９回例会 ５月３０日 NO.1639 

 

 

ロータリーソング 「日も風も星も」 

クラブソング 「めぐる友愛 春」 

■出席報告       （会員 43名内出席免除 ７名） 

会員数 出席者 出席率 4月 20 日修正出席率 

43（39） 25（3） 71.79％ 60.53％ 

WEBでの参加者 ２名  日置・加藤・種子田会員 

ソングリーダー永井会員 

 

会長報告 

 

・5月 12・13日に親睦旅行で伊勢神宮を参拝致しまし

た。ご参加の皆様ありがとうございました。 

・前米山奨学生で現在東京上野ローターアクトでもあり

ます鄭 暁麗さんが博士号を取りましたので、米山奨

学会より記念品が届いております。 

前においで下さい。 

鄭さんより一言お願いします。 

 

 

日本での 6年間の内 5年間くらいのお付き合いをさせ

て頂いており、とても嬉しく思います。これからも勉強、

仕事、アクターのことも頑張っていきたいと思いますの

でよろしくお願い致します。 

幹事報告 ＲI関係   

・ガバナー月信が届いております。掲示板をご覧くださ

い。 

・ハイライト米山が届いております。掲示板をご覧くださ

い。 

・バギオだよりが届いております。メールボックスに入

れてあります。 

・地区納の会・規定審議会、職業奉仕の実践ワークシ

ップのご案内が届いております。日時：6月 23日（木） 

１６：００開会 １６：１０～規定審議会報告会１６：２０～

“職業奉仕の実践”ワークシップ１６：５０～休憩１７：１０

～地区納の会～１９：５０ 

場所：東京ドームホテル天空 登録料：納の会 20,000

円  規定審議会報告会とワークシヨップだけの方

3,000円 （規定審議会とワークシップのパートのみ

You Tube ライブで配信 バーチャル参加は事前登録

不要・登録料無料。参加ご希望の方は 6月 6日までに

事務局にお知らせください。 

他クラブ関係 

・他クラブの例会変更は掲示板をご覧下さい。 
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前回の例会報告５月２３日 第 1648回例会 

 



委員会関係  クラブ親睦委員会 瀬古委員長 

 

5月 31日（火）地区大会の後に石垣ロータリークラブと

懇親会を予定しております。場所は東京都港区六本木

6-10-1六本木ヒルズ森タワー51階午後 19時 00分

六本木ヒルズクラブ地区大会に出られない方は現地集

合でお願いします。 

次年度クラブ親睦 園部委員長 

 

① 「次年度会長・幹事を励ます会」を開催します。 

日時 ：7月 11日 （月） 18:00～浅草ビューホテルにて 

② 「新入会員歓迎会」を開催します。 

日時 ：8月 8日（月）18:00～浅草ビューホテルにて 

次年度クラブ親睦委員会より出席／欠席確認をします

ので、よろしくお願いします。 

 

 

 

■ＳＡＡ報告 ニコニコ BOX 

地区青少年交換委員中島英嗣様（東京神田 RC） 

       今日はローテックス委員長小宮君が卓話で 

       お世話になります。卓話を楽しみにして下さ

い。 

山本会員 親睦旅行楽しかったです。親睦委員会のみ

なさん、ご苦労様でした。 

佐谷会員 親睦旅行、伊東、伊東西との３クラブ合同コ

ンペとイベントが立て続けで楽しかったで

す。ありがとうございました。 

中澤会員 伊勢親睦旅行会大変お世話になりました。 

新保会員 結婚記念日のお祝いに素敵なお花をいた

だきました。ありがとうございます。 

       また、クラブフォーラムの卓話に ROTEX、

小宮委員長と砂川さんがお越しになりまし

た。お二方どうぞよろしくお願いします。 

永井会員 ５月１８日の伊東・伊東西ＲＣとの３クラブ合

同コンペに多数の皆様にご参加いただき

ありがとうございました。又、新入会員の柴

田さんも参加頂きありがとうございました。 

渡邉会員 昨日、柴又帝釈天から江戸川沿いを茨城ま

で 50キロを往復する柴又１００Ｋと言うウ

ルトラマラソンに参加、11時間 12分で完

走しました。＆親睦旅行参加の皆様大変

お世話になりました。 

塚田会員 ３クラブ合同コンペ大箱根合同コンペご参

加ありがとうございました。三輪さん、永井

さんご苦労様でした。 

髙野会員 お花ありがとうございます。伊東、伊東西Ｒ

Ｃ上野ＲＣの合同コンペ楽しかったです。 

大野会員 親睦旅行大変お世話になりました。楽しい

旅行でした。山下さん旅行の多額の寄付

お気づかいありがとうございました。 

捧 会員 旅行では皆さん大変お世話になりました。あ

りがとうございました。 

木村会員 楽しい 1日になりますように。 

江口会員 下谷・三社祭りも無事終わり、良かったで

す。三社では久しぶりの宮入宮出しがニュ

ースになり、明るいニュースを届けてくださ

いましたね。 

 （本日の合計金額   72,000円） 

（本日までの累計 1,654,000円） 

５月  ３日 水門会員  ７日 髙野会員 

    １１日 向井会員 １１日 新保会員 

６月 ６日 上野会員  １６日 江口会員 

１９日 捧 会員 

 

 

５月  １７日 齋藤会員  

６月  ２９日 押見会員  ３０日 向井会員 

 



■卓話 第６回クラブ協議会＜青少年奉仕＞ 

地区青少年交換委員会 ROTEX委員長 

第５３期派遣学生 小宮一航氏 

 

 みなさまこんにちは。2580地区青少年交換プログラ

ム第 53期派遣生で、現在は ROTEX委員長を務めて

おります、小宮一航です。本日はこのような貴重な機

会を頂戴し、心より感謝申し上げます。 

 最初に、簡単に自己紹介をさせていただきます。私

は 2017年から 2018年にかけて、258地区青少年交

換プログラムの派遣生としてドイツに留学させていただ

いておりました。暁星高校を卒業し、現在は国際基督

教大学の三年生として、日本研究と宗教学を学んでい

ます。また、東京麹町ローターアクトクラブにも所属をし

ております。 

 まず、プログラムの特徴についてお話しさせていただ

きます。ロータリーの青少年交換プログラムは、一般的

な交換留学プログラムと比較して、①語学目的の留学

ではないこと、②「小さな親善大使」として派遣されるこ

と、の 2点が最大の特徴であると考えております。語

学習得を目的とする一般的な交換留学では派遣国の

多くが英語圏ですが、2580地区では英語圏の派遣国

は 2割のみで、それ以外は南米やアジア・ヨーロッパ

などさまざまな言語圏に派遣されます。派遣先の国や

言語に関係なく、日本を代表するひとりの「小さな親善

大使」として現地の人々や他の留学生と交流し、相互

理解を体現することが、ロータリーの青少年交換の最

大の目的であると考えています。 

 次に、プログラムの流れについてご説明いたします。

2580地区の青少年交換プログラムは、派遣予定生と

しての 1年間、派遣生としての留学先での 1年間、そ

して帰国後 ROTEX としての 3年間の、計 5年間から

なります。 

派遣前年の 6月に行われる選考試験に合格した学

生は派遣予定生となり、一年後の出発まで、来日学生

や ROTEXに囲まれながら留学の準備をします。具体

的な行事としては、フィールドトリップ（遠足）や茶道の

お稽古のほか、スピーチの練習などを行うオリエンテ

ーションや 10日間程かけて西日本を回るジャパンツア

ーなどがあります。これらの行事において一貫している

のが「日本を知り、世界を知る」というテーマです。先ほ

ども申し上げたように、青少年交換の派遣生は小さな

親善大使ですので、まずは自国のことをしっかりと理解

し、派遣先の人々に伝えられるようになる必要がありま

す。そのため、茶道で侘び寂びの心を学んだり、ジャパ

ンツアーで戦争と平和についてディスカッションしたり

する場などが設けられています。 

 派遣生としての留学先での 1年間は、ホストファミリ

ーと共に生活し、現地の公立学校に通います。現地の

友達との関わりの中で派遣国についての理解を深め

ると同時に、世界中からやってきたロータリーの学生と

も関わることによって、より多様な文化に触れることが

できます。このようにして彼らの文化や考え方を知るこ

とによって、日本の「小さな親善大使」としての自覚も少

しずつ強くなっていきます。 

帰国後は 3年の間、ROTEX として活動します。

ROTEX とは青少年交換プログラムの OB・OGからな

る組織で、青少年交換委員会のもとで派遣予定生と来

日生のサポートを行なっています。具体的な活動内容

としては、選考試験の問題作成、来日生一人一人をサ

ポートするジュニアカウンセラー、帰国報告会等の大き

なイベントの運営サポート、フィールドトリップやジャパ

ンツアーの計画・引率など、多岐に渡ります。来日生と

派遣予定生の不安を少しでも減らし、日本での生活と

留学に向けての準備期間をより充実したものにするた

めに、さまざまな仕事を分担しながら活動に取り組んで

おります。 

最後に、コロナ禍における ROTEX活動についてお話

しさせていただきます。パンデミックの影響で 2020年

より 2年間派遣が中止となり、今年の夏に出発する 57

期の学生たちは 3年ぶりの派遣となります。交換の中



止と同時に ROTEXの活動も停止しており、今年の

ROTEX活動は主に①来日生の不在、②選考試験が

半年遅れ、③2年間のブランク、④各種イベントの縮

小、という 4つの課題を抱えております。ROTEX自身

の活動経験も不足している中で、さらに例年の半分程

度の期間で派遣の準備をしなければならないというこ

とで、多くの不安と課題を抱える一年となっています。

ですが、派遣予定生たちに少しでも良い準備期間を過

ごしてもらうために、青少年交換委員会のロータリアン

さん方や先輩 ROTEXのお力添えをいただいたり、例

年よりも密な日程で書類作成等の準備を行うなど、で

きる限りの努力をしております。 

 コロナ禍という異例の状況の中で、派遣生たちが安

心して自信を持って留学に旅立てるようにサポートする

ことが私たち ROTEXの役目だと思っております。力の

及ばない点は多々ありますが、どうぞ温かいご支援・ご

声援をいただけますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

 

2580地区行事予定 

５月３１日（火）２５８０地区大会 

会長・幹事会 9：15～10：45 

新入会員昼食会 11：00～12：37 

本会議 13：00～18：05本会議後の懇親会な

し 

会長幹事晩餐会 １８：３０～20：30 

６月４日（土）～６月８日（水）国際大会ヒュース

トン 

６月１８日（土）１９日（日）日本青少年交換研究

会 熊本会議 

６月２３日（木）地区納の会・規定審議会、職業

奉仕の実践ワークシップ 

１６：００開会 １６：１０～規定審議会報告会１

６：２０～“職業奉仕の実践”ワークシップ１６：５

０～休憩１７：１０～地区納の会～１９：５０ 

場所：東京ドームホテル天空 登録料：納の会

20,000円  規定審議会報告会とワークシヨッ

プだけの方 3,000円 （規定審議会とワークシ

ップのパートのみ You Tube ライブで配信 バ

ーチャル参加は事前登録不要・登録料無料。 

 

次回の卓話 ６月６日（月） 

「なぜ健康経営が必要なのか」 

岩渕薬品㈱代表取締役専務 

岩渕 裕樹会員 

（紹介者園部経夫会員） 

本日の卓話 ５月３０日（月） 

「令和４年３月１６日の地震による福島の神社」 

下谷神社宮司 阿部 明徳会員 

（紹介者園部経夫会員） 

 

常盤基会員のスペシャルライブ 

「素踊りと浄瑠璃」 

7月 9 日(土)亀屋一睡亭ライブスペース亀屋 

 

※ご案内していました 7月 9日(土)の 常盤会員の

スペシャルライブ「素踊りと浄瑠璃」は、９名の申し

込みを受け付けました。これで会場の定員が満席と

なり受付締め切りとなりました。 

 

国際ロータリー第2580地区 

2021-22年度地区大会のご案内 

【5月31日開催版】 

拝啓啓蟄の候、貴クラブますますご隆盛のこと

とお慶び申し上げます。 

新型コロナウイルスのオミクロン株のまん延に

鑑み、地区大会を当初予定していた3月2日・3日か

ら延期いたしました。2021-22年度地区大会を、

2022年5月31日（火）にホテルニューオータニ

にて開催いたします。 

会場が空いていないため、一日での開催となり

ます。コロナの影響とはいえ、誠に申し訳なくお詫

び申し上げます。 

“会員とクラブのための地区大会”を目指し、ホスト

クラブ会員一同で準備を進めております。 

大きな目標「世界で、日本で、地域で、良いことを

しよう」と５項目を掲げ、アワードやフォトコンテスト

は予定通り実施いたします。 

多くのロータリアンの皆様、そしてご家族の皆様に

ご参加いただきたく、心よりお願い申し上げます。    



 

 

 

 

5月18日伊東・伊東西・上野RC合同親睦ゴルフコンペ 

 

東京上野ローターアクト例会のご案内 

 

【第一例会】 

6月 2日(木) 19:30-21:00 

 

東京上野ロータリークラブ山本会長のご協力

のもと、卓話例会をおこないます。 

ぜひ多くのロータリアンの皆様にもご参加いた

だきたく、日時だけ先にお伝えいただけると幸

いです。 

 

【第二例会】 

6月 12日(日) 時間調整中 

 

学生ボランティア団体の方による卓話例会を

おこないます。 

 

☆詳細が分かりましたら再度お知らせいたし

ます。 


