
 
 
 
 
 
 
 

第 1566 回例会 21 年 3月 30 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

 
１．開会点鐘       

２．ロータリーソング  「手に手つないで」 

３．ゲスト紹介    地区青少年・ライラ委員長 
                瀧 成和 様 

４．出席報告  

会員総数68名 出席者数45名 出席免除会員1名 

  出席率 66.18％ 前回修正出席率 73.53％ 

 

５．会長スピーチ      会長 宮田貞三君 

皆様今日は。 
 那須正志さんを会員

に推薦していただきま

したので、発表させて

頂きます。職業分類は

電気工事です。又、野

球も上手と聞いており

ます。 
 シカゴにロータリー

が誕生して104年にな

ります。その間、アメリカ出身のRT会長は52人で

す。今までRI会長の半分がアメリカ人です。少し片

寄りすぎているように思います。日本からは2人の

RI会長が出ています。東京RCの東ヶ崎潔氏と、大

分県中津RCの向笠廣次氏です。東ヶ崎氏が日本人と

して初めてRI会長に就任したのは1968年～69年度

（昭和43～44年度）です。“参加し敢行しよう！”

をテーマに掲げました。東ヶ崎氏は1895年アメリカ

生まれで大不況が深刻化した1932年に東京に移住

し、1941年太平洋戦争が始まり、その頃ジャパンタ

イムスの編集局長をしていました。1948年、戦後の

日本において東京RCが最初に復活してからロータ

リー活動に貢献し、早くから国際舞台で活躍した経

験とRI東京大会ではホストクラブ会長を勤め、東京

RC創立当初の米山梅吉氏はじめ、先人達の実績と基

盤とがあいまって日本人初のRI会長になりました。 
二人目は大分県中津RCの向笠廣次氏は、昭和57

年～58年度のRI会長をされ、国際的に名の知られた

精神科のお医者さんです。テーマは、人類はひとつ、

“世界中に友情の橋をかけよう”でした。 

私達は両親が2人、祖父母が4人、曽祖父母が8人、

と数えますと、10代前で約1000人、20代前で約100
万人、30代前までさかのぼると祖先が約10億人とい

う数字になります。この計算から言えば、人類は疑

いもなくひとつの大きな家族です。この計算は将来

の子供や孫についても同様で、30代後には約10億人

の人々が血のつながった親戚になります。 
人類は大きな家族です。 
向笠氏は手の届く限り他の国々の人達と友達を

作り、沢山の友情の橋をかけるように努めましょう。

そうすれば国際理解と平和は自然に達成されるで

しょうと訴えられました。 
それから早いもので27年が過ぎます。東ヶ崎元RI

会長から向笠元RI会長までが14年でした。向笠元

RI会長から今年で27年が過ぎます。日本から、2640
地区からボチボチ3人目のRI会長が出られても不思

議ではありません。 
平尾さん、林さん、田村さん、花田さん、坂口さ

ん、山田さん、寺下さん、ニルダさんの英会話教室

で熱心にスピーチを練習していました。特にオバマ

大統領の就任演説を何度も練習しておりました。3
人目のRI会長を目指しているのでは！！ 

 
６．幹事報告         幹事 山田耕造君 

○メーキャップ 
 和歌山東南 RC  中村雅行君  3／25 
○例会臨時変更のお知らせ 
 有田 2000RC 
  4 月 1 日（水）→4 月 1 日（水）19：00～ 

橘家（創立 10 周年記念例会打ち合わせ） 
  4 月 8 日（水）→4 月 12 日（日）10：00～ 

橘家（創立 10 周年記念例会設営準備） 
  4 月 15 日（水）→4 月 12 日（日）12：40～ 

橘家（創立 10 周年記念例会） 
 有田 RC 
  4 月 2 日（木）→4 月 2 日（木）12：30～ 

箕島常楽寺（法要例会） 
  4 月 16 日（木）→4 月 16 日（木）18：30～ 

橘家（家族例会） 
○休会のお知らせ 
 有田 RC   4 月 30 日（木） 
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７．委員会報告 

○親睦活動委員会      委員長 寺下 卓君 

4／12 家族会について 委員の方打ち合わせます

のでお残り下さい。 
 

８．会員卓話 

地区青少年・ライラ委員長       瀧 成和 
 富田林 RC の瀧と申し

ます。私と地区の青少年

委員会・地区ライラとの

付き合いは、14 年前に楠

PG がガバナーをされて

おられ、橋本市の紀北青

年の家に於いて橋本 RC
が中心となってライラを

開催された時から始まり

ます。その次年度の中村

ガバナーの時に青少年担当の地区幹事をすることに

なっておりまして、勉強しておかないといけないとい

うことで参加したものでした。それ以来 2640 地区の

ライラには毎回参加しております。お陰でライラ仲間

内ではライラの主なんて呼ばれている次第です。もう

1 人そのときから続けて参加している方で忠岡 RC の

松尾さんがおられます。彼は地区委員長をその次年度

からされ、当地区ライラの元祖と呼ばれています。当

時はガバナーを出しているクラブが必死になって取

り組む地区大会寸前で地区ライラを主催する状況で

した。それを打開する為に IM 単位で協力者；キーマ

ンを出して貰うことを始めたのはその松尾さんです。 
 私は学生時代からアウトドア活動が好きで、高校生

の時は金剛山や紀見峠近くの友人の家に来てキャン

プなどをしていました。そのときの仲間はいろんな大

学に進んだのですが、多くがワンダーフォーゲル部や

山岳部に入りました。でも結婚し自立して仕事を始め

ますと体重が毎年 5 キロずつ増えてきて肥満体とな

って参りまして山に行くのは減ってきた訳です。です

が子供がカブスカウトに入りますと、リーダーをせよ

との要請でいつの間にかスカウト活動にはまってし

まいました。で、中村 PG がそれを知ってのことかと

思いますが、青少年担当の地区幹事を命じられてから、

地区ライラとの付き合いが始まったのです。昨年 8
月に地区の青少年ライラ委員会を持ち、その時に 7
月に各クラブあてにアンケートを出し 88％強の回答

を得て集計しました、結果を発表しました。1 つ目の

問いでは今年度の各クラブの青少年関連の事業につ

いての予定をお聞きした訳です。集計結果から、地域

の青少年（育成）事業への協力・参加が 32％、次に

地域の青少年団体が行うスポーツ・社会福祉を支援す

るというクラブが 20％これにはボーイ・ガールスカ

ウトへの支援も含まれています。地区ライラに参加協

力が 15％、続いてアクトとの交流・支援が 15％、卓

話が 4％、その他が 5％、残念ながら記入なしのクラ

ブが 6 クラブもあったのですが、これは担当された委

員長さんがまだ 7 月という年度の初めで会長・幹事さ

んとも相談が出来ていないので書けないということ

と思います。今ロータリーは 4 大奉仕部門の形で動い

ていますが、かつて 5 大奉仕部門であった頃は青少年

委員会の委員長も必ず理事をされていましたので年

度が始まるころにはある程度は理事の中で次年度事

業について相談等されていたのです。今は理事をされ

ていないので、7 月ではまだ話し合いがされていない

という事情が原因であると思います。青少年育成に関

しては、継続的にしていく必要性があることが多いの

ですが、各クラブも毎年のように継続する意義を検討

されて実施されているようです。やはり 1、2 年限り

というのでは、相手の青少年育成団体・学校・もちろ

ん教育委員会などもかえって困るようです。現在ロー

タリークラブで継続的に青少年育成に取り組んでい

るものとして、インターアクト、ローターアクトの育

成・教育・指導が最も有効なものと思います。これら

のクラブを持ち、一緒になってボランティア・国際交

流・地域活動をすることは、素晴らしい育成事業であ

るとともにロータリアンの様々な生き様を見せるこ

とが出来ますのでと人間形成にも役立っていると思

います。こちらの海南東にはローターアクトがあり頑

張っておられますが、私の所の富田林クラブはインタ

ー、ローターの両クラブを持っていますが、インター

は現在学校のクラブ活動としての面もあり顧問の先

生方が多くをして下さるのでクラブの会員の肉体的

な負担は軽くなっております。しかしローターの方は、

少し油断をしますと会員数が減り存続問題が出て参

ります。地域奉仕などではロータリアンが表に出ずに

彼らに主体となってもらい裏で支援・協力という形が

とれますので、社会奉仕の実施という面で誠に都合の

良い所もあります。また若いエネルギー、感性、若人

だけの知識を肌で感じることが出来、しかも奉仕精神

にあふれている人たちといつも接しておりますこと

は、自分も若さを取り戻す以上に、まだまだ活力をも

って生きていくのだぞ！という自らの積極面を呼び

戻される思いがするものです。 
 地区としましても、ローターの減少・アクトの減少

に苦慮しています。そんなわけで、アクトを急に増や

せませんので、短期で青少年育成をするプログラムと

しまして、RYLA 研修をとりあげ、開催しているとい

うことになります。ところでライラという言葉は、学

生団体などで、リーダーを育てるためのリーダーズア

センブリー、などがありますが、その RC 版というわ

けではありません。ロータリーが行うものとして、特

にロータリー・ユース・リーダーズシップ・アワード

として 1971 年 RI 理事会が採択したものです。アワ

ードには与える、授与する、奨学金、審査するなどの

意味があります。このことは若い人々にリーダーを授

与する。つまり一緒にはげめばリーダーになるのだ

よ！という機会を与える場であるということだと思

います。 
 ライラの紀源は 2 つありまして、アメリカで高校の

男子生徒を集めて指導者キャンプから始まった自己

の指導技術を磨く教育的レクリエーション活動方式

のものと、オーストラリアでの式典にイギリスの王女



を招いた時集めた青年達が素晴らしく、この催しを毎

年行うことに決め、文化・社会・教育プログラムに参

加させるというセミナー方式のものとがあったわけ

です。これらはほぼ 1 週間の日程でされるものであり

ました。 
 日本では、大阪・和歌山の 366 地区が最も早く始

めたといわれています。ライラが始まった頃は私もま

だ RC に入っておりませんで、以前の 266 地区でのラ

イラの記憶がありません。RAC の年次大会にはよく

参加させて頂いておりました。以前のライラはロータ

ーアクト達の祭りのような傾向があったのです。ただ、

４年前のジャパンライラに参加しました所他地区は

まだその傾向が残っているようでした。日本で最初に

ライラを始めた 366地区の後継地区として 2660地区

はライラの先進地区としてライラを大事にされてい

るようです。年 2 回のライラをされていまして、一つ

は山のライラと言って、能勢にある大阪府立野外活動

センターを使っての 1 泊でのもので、別名一般ライラ

とか下級ライラなどと言っておられます。もう一つは

海のライラでして私どもの 2640 地区と同じく淡輪の

大阪府立海洋センターを使っての2泊3日のライラで

上級ライラと言っておられます。そのようなわけで、

全国で一番よくやっている地区と今もいわれている

ようです。ただ昨年は１泊２日をもう２回されたよう

です。 
○2640 地区のライラの特徴 
 当地区の RYLA に参加した研修生達や IAC・RAC
のアクトたち・交換学生・米山研修生などの、参加し

たメンバーが仲間として互いに親しくなる為の方法

としましては、アウトドアでの活動を中心としている

ところが特徴です。他所では様々なものが考えられて

います。一緒に輪になったりして体を動かすゲームな

どや、唱歌など、一緒に歌える歌を唱和することなど

研修センターのリーダー達に手伝って貰っていると

ころもあります。当地区ではアウトドア活動といって

も、戸外で一緒に食事を作って食べる。キャンプファ

イヤーをする。球技をする。歩く。などの簡単なもの

ですが、それを班に別れて入って知らない者同志で一

緒に行うという所から連帯感が生まれてくるという

ことを利用しているものです。この理由としましては

大自然の下で心身を鍛えたり子供たちを育てたりす

ることは有効といわれ、学校の教育プログラムなどに

も入っております。また青少年育成の団体としてボー

イスカウト・ガールスカウト・YMCA・海洋少年団な

どがありますが、やはり自然の中での取り組みを中心

としています。人に厳しくされることには違和感があ

ったり、恨みごとが芽生えたりしますが、厳しい自然

に晒されて鍛えられるという事にあまり違和感を持

ったりはしないものです。命に関わるほどの厳しいこ

とは十分な訓練なしには出来ません。しかし軽い運動

を兼ねる程度のことや屋外調理・炊飯などは誰にでも

出来ることで、それらを通じて仲間意識を育んでもら

い、次にテーマについて互いに意見をぶつけ合いなが

ら討論をし、班のみんなで討論内容を発表するという

ところまで行きます。最期には大型のカッターボート 

 
 
 
 
を使って海上でレースをして貰います。これには互い

にタイミングを合わせて擢（オール）を漕がないと動

きが悪いという厄介な特徴があり協調性を育てるの

に有り難いものです。 
 また、当地区の独特のものにライラキーマン制をつ

かっていることです。それは地区内に 8 組ある IM 毎

にライラキーマンを出して頂きライラ進行の協力を

して頂くという方法です。その王 M の地域を利用す

るプログラムも取り入れていることです。ですから単

に大阪府立の海洋センターを使った海中心のプログ

ラムだけではないという事も特徴と言えると思いま

す。たとえば、和歌山県では以前では熊野古道を歩く

とか、今年の 4 月は道成寺や大地震後の津波被害を

「稲むらの火」を焚いて多くの人を救った広川町の訪

問をしました。昨年度は泉州中部の第 7 組からキーマ

ンを出して頂き、和泉市の弥生博物館、久保惣美術館

を中心に泉州の歴史に親しみました。今年は、3 組の

和歌山市内、和歌山城見学、紀三井寺での法話、和歌

祭り体験を予定しています。 
「新世代会議」なるものを、1996～1997 年度アルゼ

ンチンのジアイ RI 会長の“築け未来を”の合言葉の

下、各地で持って頂きました。私も青少年担当地区幹

事をしておりましたので、その年のライラをどうする

か、当時の委員長さんと何度も相談したものでした。

貝塚市にある府立少年の家を使ってのライラでした

が 200 人を越える参加者があり無事に終了した時は

ホッとしたものでした。私の属する富田林 RC でも、

ガバナーを出しているクラブでもあるので、この新世

代会議を中身もあり且つ継続できる会議にするべく

周到に準備した記憶があります。お陰で 8 年間続けて

開催し、その後は 1 年おきに続けていまして昨年 6
月に第 10 回目を開催しました。青少年育成を目的と

した奉仕は、何処までも純粋な奉仕であり結果や見返

りは決して期待出来ないものです。活動の基本となる

職業奉仕は倫理に乗っ取って行うものですが青少年

奉仕は自らのボランティア精神を奮起させる所から

始まるものと思います。でもそれはそれで楽しく愉快

な経験をうる事が出来ます。例えばアクトたちと一緒

になって様々な活動をしたりしますと、大変楽しく、

しかも私達を人生の先輩として敬ってくれたり、もし

疲れたような所を見つけると癒してくれたりします。

ライラに参加されたロータリアンは所在無さにうん

ざりされる方もあるようですが、研修生の班に入られ

一緒に汗をかいたり討論に参加（教えるようなつもり

で入ったら駄目なのですが）したりすると、自分の会

社の職員に対する気持ちなどと異なる仲間意識など

が芽生え新たな経験を与えられたような気もする時

があります。特に最近の留学生（交換学生を含めた）

は、日本の文化により親しもうとして留学してきた人

が多く、彼らは実に意欲的でしかも短期間にビックリ

するほど日本語が堪能となっています。そして発想も



異なり日本人ならとても思いつかないような話をし

てくれます。そのため同じ班にその様な留学生が入っ

ていた時は素晴らしい体験を持つ事が出来るかもし

れません。 今年度のライラもこのような体験を得て

頂くべく準備しています。メインテーマは、昨年と同

じく「豊かな人生を築くには」としました。楽しい人

生、後悔のない人生を送りたいものです。またエコラ

イフを取り上げます。といいますのはこの地球の健康

が保たれていなければ全てが意味をなさなくなると

考えられるからです。若い人たちはどの様な議論展開

をしていくか、若干心配もありますが期待いたしてい

ます。またサブテーマとして地域の歴史に親しんで頂

きたいと考えております。この理由としまして、大阪

南部・和歌山は古くから発展した地域ですが、残念な

がら明治維新以後あまり歴史に出てきません。また

人々を呼び込むような特別な施設というものも作ら

れておりません。関空だけが造られましたがこれは人

が通り過ぎるための施設であるだけとなっています。

そのため私達は古事に出てくる歴史的なもの、建物・

古道・文化財・考え方などを深く知り、地域に誇りを

持ち続けることが肝要だと考えています。なぜなら基

本的に、人は自らを愛せなくては先に進むことは難し

いのですから。 
 天候の問題もがありますが、今年度もきっと素晴ら

しいライラを開催出来ると信じて準備を進めており

ます。どうか、貴クラブの多くの方々にもご参加願い、

ライラに花を副えて下さいますようお願い致します。

また、地区の全クラブが参加できる地区行事は、4 月

の地区大会以外では、この地区ライラしかないのです。

是非とも多くのロータリアンに体験して頂きたいも

のです。宜しくお願い致します。 
 
９．閉会点鐘 

 

 

 

 
山田 耕造君   瀧さん、本日はご苦労様です。 
中西 秀文君   瀧先生、本日卓話有り難うございま

す。 
上中 嗣郎君   ＩＴ実践企業の認定を頂きました。 
         昨日はＫＦ会の皆様にお世話になり

ました。 
上野山 雅也君 ＫＦ会 ありがとうございました。  
中村 雅行君   先日、和歌山県東京学生寮の入寮の

為の面接に試験官として行ってきま

した。 
木地 義和君   ？  
 
次回例会 

第 1567 回例会 平成 21 年 4 月 6 日(月) 
18：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

夜間例会 
ゲスト  新会員   那須 正志 様 

 

 
 
 
 
 
「会員アクセス」を利用できる 

役職が加わる 
 
クラブ会計とロータリー財団委員会委員長は、オン

ライン財団寄付報告書をすべて「会員アクセス」から

閲覧できるようになりました。また、クラブ会長とク

ラブ幹事は、「会員アクセス」にクラブ会計とロータ

リー財団委員会委員長を登録することができます。さ

らに、大口寄付アドバイザー、年次寄付アドバイザー

、ゾーン・チャレンジ・コーディネーターも財団の寄

付報告書を閲覧できます。これらの報告書には、各地

区および各クラブの年次プログラム基金と恒久基金

への寄付、ならびに使途指定寄付の情報が含まれ、月

の合計額、年度累計額、前年度の合計額が掲載されて

います。 
このほか「会員アクセス」では、各会員の累積寄付

額（認証ポイントを含む）やクラブの加盟日からの累

計寄付額などが記載されたクラブ寄付認証概要、各地

区のＤＤＦ（地区財団活動資金）の詳細が記載された

シェア報告書、ポリオ撲滅のための年度募金目標に向

けたクラブの進ちょくが記載されたポリオ・チャレン

ジ報告書を閲覧できます。 
 
ロータリーの「会員アクセス」に登録すれば、オン

ライン機能とサービスを利用することができます。個

人情報の極秘性を保つため、オンライン・サービスを

利用するには、個人専用の E メールアドレスとパス

ワードを設定して安全な環境にログインする必要が

あります。登録者は、国際ロータリーとロータリー財

団に関するさまざまなオンライン・サービスをご利用

いただけます。 
利用できるサービスの例 
• ロータリー財団に寄付する  
• ロータリー財団への寄付記録／認証記録を見る 
• RI 会合に登録する  
• オンラインの公式名簿を検索する  
• ロータリーの E メール登録を管理する  
• セキュリティーで保護されたサイトを閲覧する  
ロータリー・クラブ役員と地区役員は、このほかの

記録や報告書を見ることができます。 
 
「会員アクセス」は国際ロータリー（ＲＩ）日本語

ホームページを参照してください。 
https://www.rotary.org/ja/selfservice/Pages/login.

aspx 
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