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土屋会長エレクト挨拶 

  

会長の時間（挨拶・報告）（土屋会長エレクト代行挨拶） 

本日、浅野会長、齋藤圭央副会長が不在ということで例会の挨拶

をさせていただくことになりました。よろしくお願いいたします。

本日の挨拶もロータリーに関係したことを話すことにいたしまし

た。浅野会長は米山梅吉に触れて話をしておられますので他の内容

でロータリーのことを少し話してみようと思います。私自身まだま

だ分からないことがたくさんありますので勉強のつもりで調べまし

たので、間違っていましたら教えてください。本日は、ロータリー

の基本・義務・活動という視点で調べたことをお話いたします。 

会員の義務 

〇例会の出席  

ロータリーは、まず「例会出席から」といわれています。標準ロ

ータリークラブ定款第9 条に、出席に関して書かれていますが、そ

の第1 節には、「各会員は本クラブの例会に出席するべきものとす

る。（後略）」とあります。例会への出席は、ロータリークラブの

会員の義務の一つになっていて、基本的に週1 回開催されます。や

むを得ない事情により欠席をした場合は、その例会の前後14 日以内

に、他のロータリークラブの例会やそのほかロータリークラブ定款

に定められている、他の会合に出席することによって、欠席をメー

クアップすることができます。 

〇会費の納入  

ロータリークラブの会員は、会費を納入する義務があります。会

費の金額、そのほかは、クラブによって異なります。 

〇ロータリーの雑誌の講読  

国際ロータリーの機関誌は、ＲＩ世界本部で発行している

『THEROTARIAN』です。このほかに世界各地で、いくつかのロータリ

ー地域雑誌が発行されています。これらロータリー関係の雑誌を合

わせて「Rotary World Magazine Press」と呼びます。ロータリーの

雑誌の購読は、例会出席、会費の納入と合わせて、会員義務の一つ

になっています。ほかの二つには会員身分の停止という罰則があり

ますが、雑誌の購読には罰則がないといわれることがあります。し

かし、それは、正確ではありません。雑誌を購読しないと、そのロ

ータリークラブの国際ロータリーの加盟資格が一時停止処分を受け

ることになるのです。日本では、日本語で発行している『ロータリ

ーの友』が国際ロータリーから指定されているロータリー地域雑誌

です。1953年1 月に創刊、1980年7 月号から、国際ロータリーの公

式地域雑誌（現、ロータリー地域雑誌）に指定されました。 

 

クラブ・地区の活動（地域社会のために） 
 日本国内にあるロータリークラブならびに各地区では、クラブ会

員の専門分野を生かし、それぞれの地域の特色に合わせた、多岐に

わたる活動を展開しています。特に、地域社会に根差した社会奉仕

活動は盛んで、地域のニーズを踏まえ、特色のある奉仕活動を実施

しています。近年は、環境問題、特に温室効果ガスの削減が話題に

なっていますが、環境保全に配慮して山に樹木を植えたり、市民の

憩いの場である公園に植樹するといったもの、これらの問題につい
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て地域社会の人たちに知ってもらうための講演会など、さまざまな

取り組みをしています。 

 

クラブ・地区の活動（世界のために） 

 海外の人たちへの支援としては、タイ、フィリピン、ネパールな

ど、アジアの人たちへの活動が中心ですが、もちろん、アフリカや

南米など、世界各地の人々へも手を差し伸べています。その活動

は、国内での活動と同様に多岐にわたります。当長井ロータリーク

ラブも50周年時にインドネシア・スラバヤ地方小学校に図書を寄贈

したとお聞きしております。 

 

クラブ・地区の活動（新世代のために） 
 日本国内のロータリークラブや地区では、地域の若い人々を育て

たり、支援したりする活動に力を注いでいます。 

◆インターアクトクラブ 

1960 年代に入り、世界中の青少年が共に活動できる組織を作ろう

という機運が高まり、1962 年、インターアクトクラブ

（InteractClub、ＩＡＣ）が次々と世界各地に創立されました。14

～ 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し

ます。日本で最初のＩＡＣは、1963 年6 月27日に創立した宮城県の

仙台育英高校ＩＡＣ（現仙台育英学園高校ＩＡＣ）です。2 番目は

西京商業高校ＩＡＣ（現西京高校ＩＡＣ）、創立は1963 年6 月28 

日で、仙台育英高校ＩＡＣとはたった1 日遅れで創立されていま

す。 

◆ローターアクトクラブ  

インターアクトクラブを継続するものとして、1968 年にローター

アクト（Rotaract Club、ＲＡＣ）が設立されました。18 ～ 30 歳

を対象に、奉仕を志向する市民と指導者を育成するため、ロータリ

ークラブが提唱する世界的な団体です。日本最初のＲＡＣは、1968 

年6 月1 日に創立した、埼玉県の国際商科大学ＲＡＣ（現川越ＲＡ

Ｃ）です。 

◆青少年交換 

1974 年に、青少年交換（Youth Exchange）が始まりました。国際

理解と親善を促進することを目的として、15 ～ 19 歳までの高校生

を対象に、1 学年度間、または休暇期間中、海外へ交換留学・交換

旅行をする制度です。広く一般に公募されます。日本でも多くの高

校生を海外へ派遣し、多くの高校生を受け入れています。青少年交

換の相手国としては、アメリカとオーストラリアが圧倒的に多く、

そのほかに、南アフリカ、メキシコ、バミューダ諸島、ブラジル、

コロンビア、マレーシア、韓国、タイ、フランス、ベルギー、ハン

ガリー、ドイツ、スウェーデン、フィンランド、デンマーク、カナ

ダなどがあります。 

◆ＲＹＬＡ  

Rotary Youth Leadership Awards（ロータリー青少年指導者養成

プログラム）の頭文字をとってＲＹＬＡ、ライラといいます。14 ～ 

18 歳、19 ～ 30 歳までの若者のためのプログラムで、国際ロータ

リーが1971 年に公式に採用しました。対象年齢が二分化されている

のは、多様なニーズと成長過程に対応できるようにするためです。

ＲＹＬＡは、若者の指導者および善良な市民としての資質を伸ばす

ことを目的としたプログラムです。その実践は、セミナーか指導者
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キャンプのどちらかの方式に基づいて、クラブまたは地区レベルで

行われます。日本で初めてＲＹＬＡが実践されたのは、1976 年、当

時の第366 地区（大阪・和歌山）です。 

 

クラブ・地区の活動（ロータリー財団） 
 日本のロータリアンは、ＲＩのロータリー財団にも、多額の寄付

をしています。また、そのプログラムを通じて、さまざまな活動を

しています。ロータリー財団のプログラムには、「教育的プログラ

ム」「人道的補助金プログラム」「ポリオ・プラス・プログラム」

の3 つがあります。（財）ロータリー米山記念奨学会については、

横澤会員の卓話でのご紹介とさせていただきます。 

日本が誇る「多地区合同奉仕活動」 

 国内で学ぶ外国人留学生を支援する、日本の全ロータリークラブ

による「多地区合同奉仕活動」です。日本の民間奨学財団では最大

規模です。 

 

本日のまとめ 
現代、ロータリークラブはこのように様々な活動を行っている訳

ですが、いまだに、ロータリー・クラブ（RC）がどんな団体か、何

をしているのか、一般の人々には残念ながら十分には認識されてい

ないようです。歴史をさかのぼり、1919 年、ロータリーの創始者ポ

ール･ハリスに取材した新聞記者が次のように語っています。「彼

（ポール・ハリス）が組織したのは奇妙な団体で、会員はその団体

から何も得ないどころか、善を行うという特権を手にするために会

費を払うのである」 （“Huston Chronicle”1919）社会に何か良い

ことを行っている奇特な人々のようだが、よく理解できない団体

だ、という認識です。一方、皮肉屋で知られるイギリスの劇作家バ

ーナード・ショーは、「ロータリーはどこへ行く ― 昼飯を食べに

行く」（1930 頃）と、ロータリークラブの活動が例会という名の昼

食会を繰り返しているだけだ、と批判しています。 

こうした、ロータリーに対する世間の認識は、残念ながら現代に

至ってもそれほど変わっていないようです。2010 年、国際ロータリ

ー（Rotary International：RI）が日米を含む６か国で実施した

「ロータリーの公共イメージ調査」によると、「聞いたことはある

が、何をする団体か知らない」というのが大勢の認識でした。社会

に対する、ロータリーの「公共イメージと認知度の向上」は、現代

ロータリーの大きな課題であり、そのために、私たちが、ロータリ

ーの目的・理念、基本姿勢を定め、実践した活動を広く伝えること

が重要だと思います。せっかく行なった活動をどんどんアピールし

て行くべきだと感じました。本日は以上とさせていただきます。 

 

 

土屋 茂樹 会長エレクト 
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各種報告 

 
山形県知事からの御礼状 

 幹事報告 

・ロータリー財団セミナーに、横澤寿彦会員及び私が参加してき

ました。 

・11 月 6 日に、芳賀ガバナー就任歓迎会が開催され参加してきま

した。 

・吉村県知事より義援金の御礼状が届いております。 

・11 月 13 日に地区大会が行われます。ご出席予定の方、よろしく

お願いします。 
梅津 喜博 幹事 
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 プログラム委員会 

・１２月のプログラムのご案内をいたします。お手元の資料のと
おりです。 

    梅津幹事 代行 

 青少年奉仕・国際奉仕委員会 

以前参加しました「アクトの日」の記事がガバナー月信３頁に

記載されております。 また１０月３０日、アクトの秋季交流会

が開催されました。赤湯のえくぼプラザに集まりました。内容は

ＳＤＧｓについての勉強会です。なかなか興味深い内容でした。 

伊藤 克也 委員長 
（国際ロータリー第 2800 地区青少年委員会） 

親睦委員会 

〇クリスマスパーティーのご案内をいたします。３年ぶりです。
各会員のご参加をお待ちしております。  

〇１１月誕生日祝いです。 

・尾形和夫会員（11/16） 

・土屋茂樹会員（11/8） 

〇奥様の誕生日のお祝いです。 

・梅津喜博会員奥様（11/13） 

・佐藤隆径会員奥様（11/22） 

〇結婚記念日のお祝いです・ 

・遠藤伴明会員（11/26） ・横澤寿彦会員（11/13） 

・大道寺信会員（11/23） ・齋藤裕之会員（11/11） 
       河井 智寛 委員長 

 

 ニコニコＢＯＸ 

・前回欠席して申し訳ありません。（高橋秀幸会員） 

                        横沢 茂 委員長 
 

 指名委員会開催のお願い 土屋 茂樹 会長エレクト 
次年度会長・副会長等の指名をする委員会開催を依頼いたしま

す。よろしくお願いします。 
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横澤寿彦会員 

  会員卓話 ロータリー財団委員会委員長 横澤寿彦会員 

         

 本日は、ロータリーのしくみや財務関係等についてご説明した

いと思います。ロータリークラブや国際ロータリー・ロータリー

財団については、資料を参照ください。 

 

次にロータリー財団です

が、各ロータリーからの会

費により運営されていま

す。１０月２９日には、ロ

ータリー財団セミナーに参

加してきましたので活動の

一部としてご紹介します。

ロータリーはポリオの根絶

に向けた取り組みも大きな柱としています。セミナーでは、子ど

もが口を開けている写真が上映されました。これは、ポリオワク

チンを経口投与する姿を撮影したものです。衛生状況が良いとは

言えない地域では、経口投与の際、別の感染を引き起こすおそれ

があるそうです。また野生株ウイルスがまだ伝播しており、ポリ

オ根絶に至らないという説明がありました。継続した取り組みが

必要です。 

 

 財務関係ですが、会員の皆様に納入していただく年会費のう

ち、財団寄附及びロータリー財団、米山記念奨学会に寄附をして

います。しかしながら、円安の影響もあり、今年度はこれらの寄

附だけでは目標を達成することができません。ご協力をお願いい

たします。また、当委員会の責務には、地区補助金の申請業務が

あります。寄附したお金が巡り巡って戻ってくるので、申請した

方がよろしいと思います。各会員の寄附状況については、「マイ

ロータリー」にて確認することが出来ますので、ご登録のうえご

参照ください。 

 最後に、寄附は会員の自発的な意思によります。会員のみなさ

まに自発的なご協力をぜひお願いしたいと思います。本日は、手

塚会員と遠藤会員より寄付をいただいておりますので報告いたし

ます。 

 

ロータリー財団寄付 

 財団月間に寄せて 

 （手塚典雄会員 5000 円、遠藤伴明会員 5000 円） 

 

 

 
本日の出席率 
６５．３％ 

 
次回例会  
１１月２２日(火)１２：１５～ タスパークホテル３階 
通常例会（ゲスト卓話予定） 

会員卓話 
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