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第1086回例会

平成24年９月13日（木）

◉本日の例会プログラム ゲスト卓話「切り絵の世界」
切り絵作家
◎次回例会プログラム

工家丘予人氏

会員卓話「ロンドンオリンピックに参加して」
長野修士会員

前回（1085回例会）
の記録
平成24年９月６日（木）
■ゲスト

■ビジター
出利葉康博会員（中津RC）

◎ロータリーソング

■出席報告
会 員 数
免除者数
対象者数
本日出席者
欠席者数
出 席 率

25名
2名
23名
16名
7名

69.57%

君が代、奉仕の理想

◎会長の時間
会長 渡邉文敏
８月22日アメリカからゴルフファンにとっ
て嬉しいニュースが飛び込んできました。
アメリカ女子ゴルフツアーの「セーフウェー
クラシック」で宮里美香が通算13アンダーの
203で待ちに待ったアメリカツアー初優勝を果たしました。
悲願達成を前に最終18番、20センチの短いパーパットも「す
ごく手が震えた」と言います。
優勝が決まった瞬間、涙が溢れ出し、宮里藍や上田桃子
らが駆け寄って祝福のウォーターシャワーを浴びせていま
した。
７月のアーカンソー選手権では、最終日、一時首位にた
つも、宮里藍に続く２位に、８月中旬のツアーでも首位に
一打差で最終ラウンドを迎えるも伸ばせず、７位に終わる
など、後一歩で涙を飲んできました。
しかし、着実に、世界を制覇する力量を備えて来ました。
英語が苦手で公式会見のとき英語で質問され、英語で答え
なければならないのが、苦痛だったそうで、プレーの最中
にも会見の事が頭をよぎり、集中できなかったこともあっ
たと言います。しかし、今回の表彰式ではしっかりと英語

■前々回出席報告の修正
前々回欠席者
３名
メイクアップ
０名
欠
席
者
３名
修正出席率 86.7%→

86.7%

●メイクアップ
●欠席者
仲本会員・松本会員・土居会員

のスピーチを披露していました。
彼女は、1989年那覇で生まれ、父親の影響で小２のとき
ゴルフを始めてから、１４歳８ヶ月で日本アマチュア選手
権を史上最年少で優勝を果たしました。
その後、日本ジュニアを三度優勝し、興南高校二年生の
とき世界ジュニアを制しました。
まぶしいほどの戦績ですが、もっとも注目されたのは高
校卒業後、日本ツアーを飛び越えて単身渡米し、一直線で
世界を狙ったからです。
このチャレンジ精神にあふれた姿勢と高い志は、日本中
からエールが送られました。
アメリカ参戦４年目の快挙をたたえたいと思います。
◎幹事報告 幹事 辛島 崇
● 例 会 変 更 中 津RC9/26(水)観 月 例 会 の 為
18:30 ～割烹汐湯、大分RC、大分東RC、大
分南RC、大分中央RC、宇佐八幡RC、日出
RC
●週報受理 中津中央RC、仙台平成RC
●週報お礼 壽崎パストガバナー
●幹事報告
・2014 ～ 15年度ガバナーノミニー候補者推薦について
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・ガバナー事務所開設のお知らせ
・ロータリーの友9月号
・ガバナー月信9月号
・中津RCよりクラブ活動報告書
●理事会報告
・8/30臨時理事会
永松達彦会員出席免除について、8/23、8/30、9/6を免除
とする。
・10/18(木)夜間例会に変更
◎ニコニコボックス
担当：クラブ管理運営委員会 親睦担当
〔辛島幹事〕本日は欠席が多いためニコニコの担当が加来さんに
なりました。すいませんが、よろしくお願いします。そして、その
まま卓話をお願いします。
〔渡邉会長〕私たちの業界は９月から忙しい時期になります。先
週、すでにその洗礼を受け、無事に終わりました。
〔仲本会員〕直腸にポリープが見つかりまして、人工肛門になる
だのいろいろ言われてましたが、半年ほど粘っていたら、普通に
生活できるようになりました。
〔二反田会員〕ＰＥＴ検査を受けました。「五十肩があります
ね？」と言われ、ＰＥＴとはいろいろなことが解るんだなと感心
しています。
〔若松会員〕明日が材木市場の市売りですので、早退します。
〔加来会員〕たくさんニコニコしていただき、ありがとうございま
した。引き続き、私の卓話をしますので、よろしくお願いしま
す。
◎会員卓話
「新世代のための月間について」
奉仕プロジェクト委員会新世代奉仕担当
加来敏男会員
「新世代」とは、ロータリー家族の最も若い世代の人々
を指し、その多くは、青少年や若者を対象としたロータ
リーのプログラム（インターアクト、ローターアクト、青
少年指導者養成プログラム［RYLA］、青少年交換）の参加
者たちです。さらに、ロータリー・クラブや地区の活動に
参加している奉仕志向の若者たちも含まれます。
「新世代」という言葉は、ルイス・ビセンテ・ジアイ元
RI会長が初めて使いました。ジアイ元会長は、若い人々に
ロータリーのプログラムと活動にもっと参加してもらうこ
とこそ、ロータリーの将来を確かなものとするためのカギ
であると信じていました。1996年のカルガリーRI国際大会
で、元会長は次のように述べました。
「成功と失敗を分かつ要素は、未来へのビジョンです。
これは、かつてないほど真実であると言えます。新世代は
未来への投資です。今日から、未来を築き始めようではあ
りませんか」
2010年、「新世代奉仕」はロータリーの第五の奉仕部門
となりました。標準ロータリー・クラブ定款第5条に、以下
のように定義されています。
奉仕の第五部門である新世代奉仕は、指導力養成活動、
社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロジェクトへの参
加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換プログラムを
通じて、青少年ならびに若者によって、好ましい変化がも
たらされることを認識するものである。
新世代奉仕では、クラブの職業奉仕、社会奉仕、国際奉
仕プロジェクトにおける青少年や若者の参加を促進し、こ
うした世代の支援を目的としたプログラムやリソースをク
ラブが積極的に提供していくことが重要です。
新世代と奉仕部門
長い歴史の中で、ロータリアンはそれぞれの地域で青少
年の支援に力を注いできました。RI長期計画は、5つの全奉
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仕部門でバランスの取れた活動を行うことを目指してお
り、活動によっては複数の部門に当てはまるものもありま
す。新世代奉仕は、青少年や若者のためのロータリアンに
よる活動の価値を認め、そうした活動をさらに広げるよう
クラブに奨励するものです。その土台には、「すべての
ロータリアンには、若い人々が抱えるさまざまなニーズを
認識し、彼らの人間的・職業的成長を支援する責務があ
る」という考え方があります。
新世代と会員増強
活動の範囲を新世代へと広げることは、ロータリー・ク
ラブの未来への投資です。地元の青少年や若者とのつなが
りを築けば、将来の会員候補者の育成につながるだけでな
く、若いパワーや新鮮な考え方を取り入れることによって
クラブが若返ります。就職支援デーや個人指導プログラム
など、若者を対象とした職業奉仕や社会奉仕の活動を通じ
て、ロータリーの奉仕の理想を彼らと分かち合うことがで
きます。
世界各地で新世代のロータリー・クラブも誕生しつつあ
ります。これらのクラブは、既存のクラブが自分のニーズ
に合わないという若年層の人々に、ロータリー入会への道
を開くものです。
新世代と奉仕プロジェクト
若い人々に社会奉仕プロジェクトに参加してもらうこと
も、クラブが積極的に新世代奉仕に参加する方法です。以
下のような活動で、若者たちも地域社会に貢献することが
できます。
•ポリオ撲滅のための募金活動
•高齢者支援のボランティア
•町の清掃活動や美化活動
•慈善団体への古着や食糧の寄贈
•企業と協力して就職フェアを開催
•大学キャンパスでのエイズ/HIV認識向上キャンペーン
•自転車を修理して児童養護施設に寄贈
•小学校で非行防止の指導
•地域の人々を動員して河川や湖を清掃
奉仕活動への参加により、ロータリーへの関心も高まり
ます。
今年度の新世代奉仕の事業について
・清浄園との親睦
・地引き網
香々地ツーリズム（商工会議所の町おこし事業）
・日時未定（来年5月～６月）
タイムスケジュール
10:15 中津より到着
参加者は地引き網ができる服装・靴を準備（裸足禁
止で濡れても良い服装）
10:30 開会行事
10:45 地引き網体験開始
穫った魚はスタッフが〆てくれる
11:30 体験終了・着替え
12:15 バーベキュー
穫った新鮮な魚でバーベキュー交流会
14:00 終了
14:30 帰路
日程が決まったらお知
らせしますので、多くの
方の参加を宜しくお願い
します。
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