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本日は 2640 地区青少年奉仕委員長

の中西様にお越し頂いております。

後ほど卓話よろしくお願い致しま

す。 

連休はいかが過ごされましたか？私

も一日だけ外孫 3 人と共に南港の海遊館の隣りにあ

る「レゴランド」に行って来ました。私自身「レゴ」

にはなんの興味もなかったのですが、近場で子どもの

日という事もあり連れて行ったのですが、とにかく入

口から人が多く室内遊技場的な所なのですが大したも

のもない上に人だけがうじゃうじゃ。ちょっとした乗

り物があったのですが長蛇の列。女性の係員が１人で

何もかも。顔を引きつらせてんやわんやでかわいそう

でした。「係員増やせよ‼」という感じ。又、うちの

孫達は他の子ども達よりもガサガサしているし、迷子

になるわ、さんざんな子どもの日でした。愚痴ばかり

言うなら行くなと言われそうです。 

先日例会に岡本ガバナーエレクトが来られ、次年度地

区大会の担当委員をクラブより 1 名選出して頂きた

いとの申し出がございましたが、小形会員にお願い致

しまして快くお引き受け頂きました。よろしくお願い

致します。以上会長報告です。 

 

 

識字率向上運動協賛ご協力のお礼状

がガバナー事務所から届いていま

す。ガバナー月信と回覧します。ワ

ンワン募金箱回しますのでご協力お

願いします。次週 15 日の例会は夜

間移動例会です。㈱島精機製作所の 10 階レストラン

です。時間は７時からです。遅れないようにお越し下

さい。ゴルフ同好会からのご案内ですが、掛下会員が 

 

◇◇ 会長報告    大野 治朗 会長 ◇◇ 

◇◇ 幹事報告  栗山  久  幹事 ◇◇ 

  

国際ロータリー会長 ジョン F. ジャーム 
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＊ 本日の例会  5 月 15 日（月）＊ 

▼第 829 回例会  夜間例会 

  ☆移動例会 

場所 ㈱島精機製作所 10 階レストラン 

「ベルヴェデーレ」 

時間 19 時～21 時                

＊ 次回の例会  5 月 22 日（月）＊                    

▼第 830 回例会    

  ☆外部卓話 

「日本の教育サービスで世界進出」 

社会福祉法人檸檬
れ も ん

会 理事長 前田 効多郎様               

  ＊ 前回の例会記録 5 月 8 日（月）＊ 

▼第 828 回例会   

○ロータリーソング  アゼリアの友よ 

 ○ゲ ス ト 紹 介  ＲＩ第 2640 地区 

青少年奉仕委員長 中西 秀文 様 

海南東ＲＣ） 

○ビジター紹介  

○出 席 報 告  会員数33名（内 出席免除3名） 

本 日 の 出 席   5月 8日  21/30名 70.00％ 

前々回修正出席  4 月 17 日  25/31 名 80.65％ 

メーキャップ   3 名 



お休みですので代わりにご連絡致します。6 月 3 日

（土）紀伊高原ゴルフクラブで、大野会長ファイナル

記念ゴルフコンペを開催します。皆様奮ってご参加下

さい。 

 

 

◎社会奉仕委員会         小阪 知委員長 

来週 15 日の月曜日はＪＲ和歌山駅近

鉄百貨店で街頭募金活動です。メンバ

ーの皆さんは３時 50 分までには集合

して頂き、ご協力の程お願い致しま

す。 

◎次年度地区協議会の案内     井上 晴喜理事 

5 月 14 日（日）は次年度の地区協議

会です。場所はホテルアバローム紀

の国です。受付９時半からです。ご

出席をお願いしております理事委員

長様はよろしくお願い致します。 

 

 

5 月お誕生月の皆様おめでとうございます。 

4 日 後和 信英会員  7 日 黒田 忠嗣会員 

16 日 安宅 浩一会員 25 日 吉岡 惠美会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＲＩ第 2640 地区奉仕委員長 

             中西 秀文様（海南東 RC） 

まず初めに青少年奉仕についてお話

をしたいと思います。国際ロータリ

ーの青少年のための常設プログラム

にはインターアクト、ローターアク

ト、青少年ライラ（ＲＹＬＡ），青

少年交換があります。 

●インターアクトクラブは「インターナショナル」と

「アクション」の合成語で 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プログラムです。

国際奉仕と地域奉仕を活動の柱としたクラブでロータ

リークラブの支援と指導と顧問の先生方の協力により

１年間を通じて地域でのボランティア活動、海外研修

等、活発に活動しています。1962 年若いリーダーを

育て、活発なボランティア活動ができるようアメリカ

で創設され、50 年以上が、経過し、今では 142 の国

で約 15,000 のインターアクトクラブが活動していま

す。日本では、1963 年宮城県の仙台育英学園高等学

校・京都市立西京高等学校に設立されたのが、最初と

されます。当地区では、清風南海中学高校 I.A.C,清教

学園高校 I.A.C、初芝富田林高校 I.A.C,高野山高校

I.A.C.羽衣学園高校 I.A.C.松原高校 I.A.C.精華高校 I.A.C.

初芝立命館中学校 I.A.C.初芝橋本高校 I.A.C.初芝立命館

高校 I.A.C.賢明学院中学高校 I.A.C.帝塚山学院泉ヶ丘中

学高校 I.A.C.の 12 クラブ、スポンサークラブ 10 クラ

ブでそれぞれ１年間を通じて、国内のボランティア活

動、海外研修等活発な活動をしています。 

●ローターアクトクラブは、社会奉仕、国際奉仕、専

門知識の開発など具体的な活動を通じ、一から企画運

営することによって指導や自己能力の開発を目指す。

１８歳から３０歳までの青年男女が集うロータリーク

ラブが提唱している組織である。そう言うわけで、ロ

ータリークラブとは、親と子の関係である。ローター

アクト（ＲＡＣ）の名称は「ロータリー(Rotary)と行

動（Action）」からきています。現在、世界には 167

ケ国約 8,000 クラブ 18 万人以上の会員がいます。歴

史的には 1960 年代に入って、世界中の青少年が共に

活動できるような組織をつくろうという機運が高ま

り、まず初めにインターアクトクラブが世界各地に創

立していきます。しかし、インターアクターは 14 歳

～18 歳の高校生の年代が対象で、卒業と同時に会員

資格が失効。これを継続するものとして当時のルーサ

H.オッジスＲＩ会長により「ローターアクト構想」が

打ち出されたのです。それにより、世界最初のＲＡＣ

はアメリカ・ノースカロライナー州ノースシャーロッ

トＲＣの提唱により、1968 年 3 月 13 日に結成された

ノースシャーロットＲＡＣです。今から４９年前で

す。その点からいきますと、ＲＡＣの歴史は短いです

が、急速に発展してきたといえます。 

日本最初のＲＡＣはノースシャーロットＲＡＣと同じ

１９６８年に創立した埼玉県の国際商科大学ＲＡＣ

◇◇  委  員  会  報  告  ◇◇ 

◇◇  お 誕 生 祝 い  ◇◇ 

◇◇  外  部  卓  話  ◇◇ 



（現川越ＲＡＣ）です。2640 地区におきましては、

1969 年に有田ＲＡＣが最初に誕生しており、地区内

では、一番古いＲＡＣで次に 1970 年に和歌山ＲＡＣ

ですが、今は活動していません。 

 現在当地区では、御坊ＲＡＣ、河内長野ＲＡＣ，松

原ＲＡＣ，高石ＲＡＣ，泉大津ＲＡＣ，岸和田ＲＡ

Ｃ，堺ＲＡＣ，の７クラブ会員数５６名でスポンサー

クラブ７クラブです。ここ数年来の地区の混乱の影響

をまともに受け大変でしたが、ＲＡＣ委員長、又ホス

トクラブのロータリアンのご尽力により人数も回復し

てきました。当地区は以前約 200 名のローターアク

ターがおり、全国の中でも活発に活動していた地区で

すので、今後ロータリアンの皆様にご協力をお願いし

たいと思います。 

ローターアクトは１年間の活動を通じて得るものは、

出会い、親睦 自己成長、達成感などがあります。活

動内容は今日は省略しますが、アクターは３０歳で卒

業ですので、最後の年次大会の卒業生のスピーチを聞

くと本当に関わって良かったと思う瞬間で苦労が報わ

れます。詳細を知りたい方は連絡下さい。 

●青少年（ＲＹＬＡ）とはロータリー青少年指導者養

成プログラムで Rotary Youth Leadership Awards の頭

文字をとってＲＹＬＡ（ライラ）と言っています。 

１４歳から３０歳までの若い人の為の常設プログラム

で 1971 年に公式に採用された物です。（当地区では

インターアクトが中学生から高校生までを対象として

いる為留学生を除いて１３歳から３０歳までの人が対

象です。）若い人々に指導者及び善良な市民としての

資質を身につけると伴にそれを伸ばすことを目的とし

ています。 

 歴史的には、1959 年オーストラリアのクイーズラ

ンド州が自治権獲得１００周年を祝う為に英国の女王

（アレクサンドラ女王）をお呼びした時に女王と同年

代の青少年達を招いて記念式典に参加させて女王に会

わせました。ブリスベーンロータリークラブが全オー

ストラリアから集まった若者達のお世話をしました

が、彼等が大変素晴らしい人達であったことからロー

タリアン達はこの催しを毎年行う事を決め、各クラブ

から２名ずつ青少年を選んでブリースベーンに招待

し、１週間文化・社会・教育プログラムに参加させる

ことにしました。これがセミナー方式のＲＹＬＡの始

まりです。又もう一方、アメリカでは 1949 年頃から

カリフォルニア・ミシガン・ペンシルベニアの各州で

数地区で高校生の男子を集めて指導者キャンプという

ものを開発しました。参加者が指導能力を得る機会・

場所を得て自分の指導技術を磨くというプログラムで

す。これが、教育的レクリエイション活動による指導

者キャンプ方式のＲＹＬＡの始まりです。 

 日本初のライラは、1976 年６月能勢 大阪府立青

少年野外活動センターにて山のライラが開催され、

2640 地区では１回目が 1982～1983 年度の開催で、

今年度で３５回目になります。今年度は、５月２０日

２１日に、和歌山県立白崎青少年の家で開催の予定

で、毎年青少年ライラ委員会でテーマとプログラムを

決め、研修生に２日間色々な体験をしてもらいます。

毎年閉講式の前の１分間スピーチを楽しみにしていま

す。ぜひ皆さんも参加して欲しいと思います。 

●青少年交換は、私の得意分野ではないので、地区委

員長のお話を紹介します。 

青少年交換は高校生に長期交換では１年間の留学の機

会を与え、短期交換では、数週間の外国訪問の機会を

与えます。外国から来る留学生にとっても、外国へ行

く日本人にとっても異なる文化の中に身を置くことで

その国の文化を受け入れ理解することが出来ます。ホ

ームステイ先との交流を通じて、豊かな人間関係を結

ぶことできます。さらに自国の文化の良さに気づき、

自分自身の進路にも多大な影響を受けることになりま

す。若い時の留学経験は多くの気づきを与えてくれ、

その後の人生を左右するターニングポイントになるで

しょうし、草の根の「小さな親善大使」と呼ばれてお

り、今後の活躍を期待しています。受け入れるクラ

ブ・ホームスティ家族にとっても国際理解・国際協力

を実践する最良の機会となるでしょうし、本当の意味

での平和外交になると思います。来日当初は日本語も

ままならなかった留学生が日本語で感動的なスピーチ

をしてくれますし、また日本から海外に派遣した学生

達も同様で、本当に見違えるように成長して帰国して

きます。私も学生達の話を聞いて色々な苦労がありな

がらも、「やっていて良かった」という想いが実感で

きました。このように素晴らしいプログラムです。青

少年奉仕プログラムはそれぞれ単年度で完結するもの

ではなく、継続性が求められる活動であり各ＲＣも地

区も多年度に亘って取り組み続けているのが実情で

す。継続事業であるが故にＲＣ内だけではなく外部の

団体や関係者への責任も多大なものがありますし、特

にロータリアンは貴重な浄財を使ってでも、ロータリ



アン自らが奉仕の汗をかいてでも若者に行動する勇気

と実行力を示すことが、大事な事です。ロータリアン

としての倫理観に基づき「億劫にならず」「めんどう

がらず」自ら奉仕の汗を流して頂きたいと切望してい

ます。どうか今後とも青少年奉仕活動にご理解とご協

力宜しくお願い致します。 

 

 

地区青少年奉仕委員長 中西 秀文様（海南東 RC） 

今日卓話させて頂きます。 

大野 治朗会長 

中西様、本日卓話よろしくお願いします。 

栗山  久会員 

皆様ご無沙汰しております。比較的元気でおります。

中西様卓話よろしくお願いします。 

安宅 浩一会員 

お誕生のお祝いありがとうございます。57 歳になり

ました。 

井上 晴喜会員 

地区青少年奉仕委員長中西様、お越し頂き有難うござ

います。卓話よろしくお願い致します。 

小阪  知会員 

4 月 29 日の祝日に虎吉さんと甲子園に行って来まし

た。虎吉さんと行った為に試合は負けました。30 日

の試合から昨日まで連勝中です。今度は虎吉さんと一

緒に行かない方が良いかも？ 

松本 良二会員 

4 点差逆転・9 点差逆転・完封、強い！提灯行列せな

あかん。でも私は甲子園へ出入り差し止めです。 

黒田 忠嗣会員 

アゼリアＲＣに 39 歳で入会させて頂いた青年も 58

歳になりました。これからもよろしくお願いします。 

内藤 和起会員 

プロ野球チームをセリーグとパリーグにも分けられな

い私ですが最近松本良さん菌にやられてタイガースの

試合観てます。中西様本日よろしくお願いします。 

岡本 嘉之会員 

地区青少年奉仕委員長中西様、お忙しい中お越し頂き

有難うございます。そして 5 月お誕生の皆様おめで

とうございます。 

小形みちる会員 

本日は地区青少年奉仕委員長中西様ようこそお越し下

さいました。卓話よろしくお願い致します。 

梅田 千景会員 

中西様、本日はよろしくお願いします。今日から和歌

山放送連続ラジオ小説で母の本の朗読が始まります。 

吉岡 惠美会員 

諸先輩を見習って「あ～しんど」は禁句にして、まだ

44 歳のつもりで頑張ります。（実質はプラス 20） 

ゴルフ同好会一同 

4 月 15 日の和歌山市内９ＲＣ親睦ゴルフ大会余剰金

をニコニコへ 

本日合計額 53,610 円     今年度累計額 1,163,910 円      

＊ロータリー財団 

黒田 忠嗣会員 梅田 千景会員 吉岡 惠美会員 

本日合計額  7,000 円     今年度累計額 249,000 円    

＊米山奨学 

黒田 忠嗣会員 松本 良二会員 梅田 千景会員 

吉岡 惠美会員  

本日合計額 12,000 円      今年度累計額  193,000 円    

 

   ワンワン基金寄付 

本日合計額   11,559 円    今年度累計額  102,024 円   

 

市内ロータリークラブ 例会情報 

クラブ名 日   時  内     容  

和 歌 山 北 5月 15 日(月) 卓話 

和歌山県 県議会議員 長坂 隆司先生 

和 歌 山 5月 16 日(火) 「和歌山青年会議所 60 周年を迎えて」   

和歌山青年会議所 

 理事長 水野 孝彦 さん 

和歌山東南 5月 17 日(水) 

12:30～ 

ＩＤＭ発表④ 

ロータリー情報･規定委員会 

和 歌 山 西 5月 17 日(水) 例会変更～親睦バスツアー「奈良ホテル」 

和 歌 山 東 5月 18 日(木) 臨時総会「クラブ細則の変更について」 

和歌山城南 5月 18 日(木)  クラブフォーラム「Ｉ.Ｄ.Ｍ.発表④」 

テーマ： クラブの活性化をはかり 

例会を楽しくするには どうすればよいか 

和 歌 山 南 5月 19 日(金) 「改革の行方」 麻生幸次郎会員 

和 歌 山 中 5月 19 日(金) 卓話 髭白 光司会員 

 

◎サイン受付 

和 歌 山 西ＲＣ：5 月 17 日（水）12:00～12:30 

        5 月 24 日（水） 

        6 月 21 日（水） 

ラヴィーナ和歌山 

◎休  会 

和歌山西ＲＣ：6 月 7 日（水） 

◇◇ Ｓ.Ａ.Ａ.報告（3 つの箱） ◇◇ 


