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四つのテスト

1 真実かどうか

2 みんなに公平か

平成２８年 ２月 ９日（火曜日） 第２，６４８回
【月間テーマ】 平和と紛争予防・解決
氏

☆会長挨拶 (渡部会長）

例 会 場 タスパークホテル℡0238-88-1833
会報委員 五十嵐順子・菅 滋徳・塚田弘一・志釜幸喜・奥山智孝
Ｅ－ｍａｉｌ：ｉｎｆｏ＠ｎａｇａｉ－ｒｃ．ｊｐ
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

＜例会報告 NO.29＞ 会員卓話 地区ＲＹＲＡ小委員長 前田昌信

今日は、前田小委員長の卓話です。よろしくお願いし
ます。

☆幹事報告
・第 12 回理事会開催の案内。2/1611：30～
・山形西ロータリークラブ 60 周年記念式典の開催の案内。
日時：平成 28 年 11/12（土）

☆委員会報告

・みなさんこんにちは。今週は、少し寒い日が続きﾏｲﾅｽ
10℃くらいまで下がった日もあり、住宅の消雪管等、凍
結したところもあったようです。ﾏｲﾅｽ 4℃くらいになり
ますと凍結いたします。朝方が一番冷えるので朝水道の
水を出して、水を動かしてしましますと凍りませんので
一度試してみてください。
・昨日、元長井 RC の会員の横澤浩次さんのご葬儀に行
ってまいりました。たいへん大勢の方々が参列され、ご
冥福を祈りました。
・2 月 11 日は、建国記念の日になります。建国をしのび、
国を愛する心を養う日として、1966 年に建国記念の日に
定められたようです。なぜ建国記念日にならないのかと
いうと、歴史上にはっきりと載っていないということが
あるからだと思います。ですから、間に‘の’が入って
いるようです。詳しくはインターネットにて検索してく
ださい。

〇ﾛｰﾀﾘｰ情報・広報・ICO 委員会（尾形和夫 委員長）
ロータリーの友 2 月号見所紹介
・横 P8～P13 子どもたち、若い人たちが夢を持てる未
来のために
・P19 第 2770 地区で初「ﾛｰﾀﾘｰﾌｪｽﾀ 2015」開催
・P28 山形西 RC による石巻復興支援芋煮会
・縦 P4 葛西紀明氏の基調講演要旨
〇会員増強・会員維持委員会（井上晴雄 委員長）
本日 18 時よりきらくにて委員会開催します。
〇横澤寿彦 会員

・昨日の葬儀参列御礼。また 2/2 の火葬の際の見送御礼
・故人は 40 年前の長井 RC 会員の記録が残っている。
・2/5 山形新聞のコピーを配布したが、内容は 40 年前か
ら長井 RC で英語弁論大会が続いているとの記事となっ
ている。その当時会長であったのが故人であり、ホスト
ファミリーも務めていて大変懐かしく思った。また我々
のやっている活動が青少年や地域のためになっているこ
とを改めて感じた。
1

＜ニコニコ BOX＞
・渡部保太郎 ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ
元会長 横澤浩次さんの死去に対し弔意を表し
て
・横澤寿彦 会員
大変お世話になりました

☆会員卓話（地区 RYRA 小委員長 前田昌信氏）

・いつのまにか地区の資料がライラになってしまってい
るが、正式にはＲＹＲＡでありよろしくお願いする。
・今回卓話の機会をいただきありがとうございます。是
非地区の青少年奉仕に関心を持ってほしい。
・おととしの 8・9 月頃に地区から RYRA の委員というこ
とで長井 RC に呼びかけがあり、色々な方に声がけしたが
なかなかいなかった為、自分の名前を書いて提出したら
地区の委員長ということで、自分でもびっくりした。
・友人にはロータリアンもいるが RYRA はとても大変だと
言われたが、いまでもあたふたしている状況にある。
・青少年委員会にはインターアクト委員会、ローターア
クト委員会、青少年交換があるが、長井 RC でも青少年交
換事業をしていたということで大変感激している。
・昨年の 1 月に最初のセミナーがあり、２月にガバナー
補佐と大委員長・各委員長の会合であり、実質第 1 回目
の RYRA 委員会を開催。前ガバナーの池田さんが青少年担
当であり、自分は正直に何をしていいのかわからないと
いう話しをした。今まで、RYRA に参加したこともなくど
うしたらよいかわからなく困ってしまった。
・11 月に委員会を開催。その時の委員は RYRA 経験者が
多数おり、そして大委員長が以前川西 RC にいらした黒沢
ﾂｶｻ氏には大変お世話になった。

・昨年は RYRA の予算はゼロであったが今年度は 10 万あ
るので勉強してほしいと言われた。
・今年度になり長谷川エレクトより呼び出しがあり、ぜ
ひ来年は RYRA をやりたいと言われた。今週の土曜日委員
長以上のセミナーがあるが、その後に時間をとっていた
だき RYRA をどのようにやっていくか提案させていただ
く。ということで今年度は昨年度に引き続き RYRA は実施
せず、今勉強しているところである。
・委員長・委員が複数年担当を実施することで、意気込
みやいろんな事が見えてくると考え、私の代から 3 年委
員会を発足し次に繋げていくこととした。
・11/14～15、2790 地区（千葉県）の RYRA に参加した。
39 回続いている歴史ある RYRA 活動で今回はウォークラ
リーに参加した。ウォークラリーの参加者から、やって
みて楽しかったし為になったという声があり、それをま
た聞きたいという気持ちから続けているという話があっ
た。
・11 月に RYRA を実施したわけであるが、そのためには
前年の 2 月より年 2 回の委員会開催が必要であるとのこ
と。
・今回自分が参加してみて、楽しく・苦しく・為になっ
た。自分の思い込みをなくす、年下を尊敬する、年下の
意見を素直に聞くということが為になった。
・2/12 セミナーを開催するが、現在 RYRA 委員が私を含
めて 3 名しかおらず、委員を増やしていただくことと、
来年は必ず RYRA を実施するという意気込みで参加して
くる。
・Ｒ.Ｙ.Ｒ.Ａの意味は、英語の略であり、ロータリー・
ユ ー ス ・ リ ー ダ ー シ ッ プ ・ ア ワ ー ズ （ Rotary Youth
Leadership Awards）ということで、ロータリー若手指導
者育成セミナーとなる。1959 年オーストラリアで開始さ
れ、日本では 1976 年スタートした。
＊詳細は DVD をご覧ください。

☆次回例会予定
・2 月 16 日

ゲスト卓話 長井警察署長

三澤修一氏

☆出席報告
2 月 9 日例会

報告者：手塚典雄

会員数
(免除)

出席数
(免除)

出席率

本日
（ 2/9）

29
(1)

19
(1)

65.50
％

前回
( 2/2）

29
(1)

22
(1)

75.86
％

前々回
(1/26)

30
(2)

24 （2）

80.00
％

会員
MU 数

1

修 正
出 席
数

修 正
出 席
率

23
(1)

79.31
％

