
今週の例会（2019年5月24日）
■ プログラム

■ 祝　誕生日
なし

5 月 24 日：卓話担当
　　　　　 深井　喜一　会員

5 月 31 日 ： 卓話担当
　　　　　　古林　寿真子　会員

6 月 7 日 ： クラブアッセンブリー
　　　　　 五大奉仕担当理事

■ 今後の予定

■ ニコニコ箱
・先日のゴルフおつかれさまでした。杉本さん、クラブフォ
  ーラム宜しくお願いします（藤野）
・先週のゴルフコンペありがとうございました。又本日、
  杉本さんクラブフォーラムよろしくお願いします（寺田）
・杉本さん、本日クラブフォーラム宜しくお願い致します
  （泉谷）
・久しぶりの遠征ゴルフ楽しかったです。来年も企画して
  下さい（松内）
・ゴルフ同好会おつかれ様でした（森口）
・ＩＲＣゴルフコンペで優勝しました。幹事の皆さんお疲
  れ様でした（植村）
・藤野会長、賞金ありがとうございます（杉本）
・ゴルフコンペ幹事様、御苦労さまでした
  （八木（秀））
・ゴルフコンペ参加ありがとうございました（松村）
・欠席のおわび（砂原）
・早退のお詫び（藤原）

累計
ニコニコ箱合計

797,000 円
42,000 円

我等の生業

■ 今月のロータリーソング
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インスピレーションになろう
2018-2019　ＲＩ会長 バリー・ラシン　泉大津ロータリークラブ（創立1956.5.4）

■ 先週の例会

夏も近づく　　　八十八夜
野にも山にも　　若葉が茂る
あれに見えるは　茶つみじゃないか
あかねだすきに　すげの笠

茶つみ
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Izumiotsu Rotary Club

週報　第3030回
会　長　藤野 修次　副会長　藤原 重行
幹　事　寺田 敏也　ＳＡＡ  泉谷 仁博

例会場　　ホテルレイクアルスターアルザ泉大津
T E L　　 0725-20-1121
例会日時   毎週金曜日 12：30～13：30

泉大津ロータリークラブ

榎本（4/18 高師浜ＲＣ）
川上（5/10 理事役員会）
前山（4/19 親睦活動委員会）

■ メークアップ

今月の歌

会長の時間

藤野 修次 会長

■ 出席報告 会員数43名 出席免除0名

86.05％

月日 出席率出席数 欠席 補充

5/17 30名 13名 ― 69.77％

4/26 34名 9名 3名

■ ビジター なし

なし

○メールボックスに、会員候補被推薦者氏名（延山　
　泰典さん）が入っております。ご異議があれば幹事
　までよろしくお願いします
○現在、名簿作成中です。訂正がある場合は、メール
　ボックスに入っている用紙に記入しご提出よろし
　くお願いします
○６月～９月末まではクールビズです

委員会報告

幹事報告　　　　  　寺田　敏也　幹事

■ 次週のプログラム

寺田さん・３位は、森口さんが入賞しました。ニコニコへの協
力宜しくお願い致します。
　今日は、法務省のお話をさせてもらいます。
法務省が主唱する‘社会を明るくする運動‘とは、すべての国民
が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理
解を深めてもらい、犯罪や非行のない地域社会を築くための
全国的な運動です。その中の「作文コンテスト」は、本運動の一
環として犯罪や非行を防ぐ為に、小中学生に、日常の家庭生
活、学校生活の中で体験した事を基に、犯罪や非行のない地域
社会づくりや犯罪や非行などに関して考えた事や感じた事を
作文に書いてもらい、本運動に対する理解を深めてもらう事
を目的にとして始められました。その中の作品の一つを紹介
させて頂きます。題は『たかが眉毛、されど眉毛』と言う題で、
神奈川県の中学３年生代男子の作品です。
思わぬ大事件になってしまった。僕は眉毛が太く、放っておく
と左右の眉がつながってしまう。所属する野球チームの監督
からは、眉毛の繋がった漫画の主人公になぞられ、「勘吉」とあ
だ名をつけられていました。去年の冬に、僕は鏡を見た時にふ
と、「眉毛を整えよう」と思い大した意味なく、軽い気持ちで、
父の剃刀を手に、左の眉毛をすこし、それに合わせて右も少し
剃った。ちょっと右を剃りすぎたのでそれに合わせて左を少
し、いや今度は右を、とやっているうちに、眉毛がだんだん薄
くなってしまいました。鏡に映る顔は、もはや自分の顔とは思
えなくなっていた。ちょうど、パーカーを着ていたので、フー

ドをかぶって両親のまえを通り過ぎた。「どうしたんだ」と
声を掛けられたが「今日は寒いね」と答えてごまかしたが、
学校では、フードをかぶれない。友達から「どうしたの」と心
配そうに声をかけてくれた。理由を話すと、みんなに大笑い
された。所属する野球チームでは、もっと大変だった。僕は
その時知らなかったが、昔は多くの非行少年が眉毛を細く
していたという。細い眉毛は非行の始まりだと思われてい
たらしい。練習の合間に監督に呼ばれ「ちょっと格好をつけ
たい気持ちは分かる。だが、眉を剃ったらかっこいいか、眉
を剃ったら野球がうまくなるか、自分にとって何が大切な
のかよく考えなさい」と言われた。　コーチからも呼ばれ
た。あるコーチの息子も中学時代に眉毛を剃ってキャプテ
ンをおろされたという話を聞いた。チームメイトの保護者
からも、たくさん声をかけてもらった。「自然の眉毛の方が
かっこいいぞ」とか「お父さんお母さんに言えない事でも相
談しに来いよ」と会う人、合う人が声をかけてくれた。この
頃、野球チームでは僕の眉毛の話で持ちきりだった。正直、
とても驚いた。本当に気軽に眉毛を剃っただけなのだ。不器
用な為に予想以上に細くなってしまっただけなのに、決し
て非行の第一歩ではなかった。ただ、驚きと同時に心温まる
気がした。皆が僕の事を心配してくれている。その思いが痛
いほど伝わってきた。眉毛だけで、これほど心配してもらっ
ている自分を幸せだと感じました。以上で、‘社会を明るく
する運動‘の話を終わらせて頂きます。

青少年交換プログラム
世界100カ国以上で実施されているロータリー青少年交換は、ロータリークラブによる支援の下、15～19歳の学生が海外
に滞在し、言語や文化を学びながら、海外に友人をつくり、世界市民としての自覚を養うことのできるプログラムです。
ロータリー青少年交換でできること
青少年交換でいろいろな可能性が広がります。
・ 自分で考え、率先して行動する力を育てる　・ 外国語や異文化を学ぶ
・ 海外の若者と交流し、友だちをつくる　　　・ グローバルな市民になる

交換の種類
青少年交換には次の3種類があります。
• 長期交換：この交換は、年齢15～19歳の学生が参加する、通常10～12カ月間の滞在です。実際には、この交換留学に参加する学生の多くは16～18
歳です。留学中には2つ以上のホストファミリーの家に滞在して、学校に通学しなければなりません。 長期交換は、学年度の直前と直後の休暇期間
の一部またはすべてを含めて、滞在期間を延長することができます。 • 短期交換：この交換は、年齢15～19歳の学生が参加する、通常数日間から数
週間の滞在です。学校の休業中に行われることが多く、通常、学校への通学はありません。短期交換は、ロータリー地区が運営する交換プログラムと
して、2つの家庭の間で学生を派遣し合うのが一般的ですが、各国から学生を集めて国際青少年キャンプやツアーを行うこともあります。• 新世代
交換：これは、18歳から25歳までの若者を対象に、3週間から3カ月までの滞在を行う短期の特別交換プログラムです。このプログラムには、職業研
修に似た内容が含まれる場合もあります。

　先週、泉大津ロータリークラブのゴル
フ同好会のコンペがあり、一泊二日の日
程で南紀白浜ゴルフクラブに行ってき
ました。天候にも恵まれ、交通渋滞もな
く、時間通りに着き入浴・懇親会と流れ
るように一日が終わり、翌日のゴルフに
望みました。優勝は、植村さん・準優勝は、

先週のプログラム 「クラブフォーラム」

杉本　憲一
青少年奉仕担当理事
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参加費用
宿泊と食事代、学費はロータリーが負担します。そのほかの費用は地区やクラブによって異なりますが、通常、以下の費用を学生が負
担します。
・ 往復航空券　・ 旅行保険　・ 旅券とビザにかかる費用)　・ 小遣い／追加の旅行やツアーに参加する場合の費用

申請方法
交換学生となるにふさわしい地元の15～19歳の学生が対象です。交換留学の機会があるかどうか、どのように申請できるかは、地元
のロータリークラブに直接ご連絡ください。
ロータリー青少年交換（Rotary Youth Exchange）は、国際ロータリーにおける奉仕活動の一つで、高校生の交換留学を行っている。原
則として交換留学(派遣した地区から受け入れる)制度を採っているこのプログラムは1929年にはじまり、現在では他国の文化を経験
するために毎年約9000人もの生徒が世界中で留学している。
ブレザー
ロータリー交換学生は公の行事において、原則としてロータリー青少年交換ブレザーの着用が義務付けられている。多くの地区がブ
レザーの色に濃紺を採用しているが、国によっては赤、青、緑など特色を出したものもある。ロータリー交換学生の世界的な伝統の一
つとして、派遣先や旅行先などでその場所に行ったということや他の国から来た交換学生たちとの友情の証に、ピンやバッジ、ワッペ
ンなどを交換・購入しブレザーにつけることがあげられる。 
ブレザーの色の例
・ カナダ - 赤
・ フィンランド - 水色
・ メキシコ，フランス - 緑・青
・ 日本-紺
地区によって色は異なる 

申し込み
申し込みの方法は地区により異なり、高校向けの公募に申し込むか親族または知り合いのロータリアンに紹介してもらうかのどちら
かが一般的である。申し込みが枠数を超えると枠数を増やすか選抜のために面接を課す場合もある。 
オリエンテーション
派遣候補生となった生徒は正式に派遣が決定するまでに数回のオリエンテーションを受ける。これはこのプログラムに参加をするに
あたり非常に重要なことを学ぶ機会であり、ロータリー青少年交換プログラムの基本ルールである4Dや、家庭生活、学校生活、保険、
渡航費などについて保護者と共に学ぶ。

4Dルール
・ No Drugs
・ No Drinking
・ No Driving
・ No Dating
4Dルールは不可侵であり、これを犯したものは自国に強制送還される。 

心構え
ロータリーの交換留学制度は単に語学を学びに行くためのものではなく、国際交流のための親善大使の役割も担っている。よって派
遣先での文化を積極的に知り友達を作るだけでなく、自国の文化や歴史を紹介し知ってもらうことも重要である。また交換留学生は
受け入れ先のホストファミリーに客として接するのではなく、自ら家族の一員として受け入れてもらう様に心がけるべきである。 

ROTEX
このプログラムを修了した者は性別・国籍・年齢を問わずROTEXメンバーとなり、現在このプログラムを通して海外から来日してい
る学生(来日学生)や、次年度に各国へ派遣予定されている学生(派遣候補生)、現在派遣中の学生(派遣生)のケアを行う。

******************************************************************************************************************

短期交換派遣留学生　真栄平　結華さんに関して
2019
5/8　　　　会長、幹事、副会長、杉本で、羽衣学園3年生　真栄平　結華さん、母と面談
　　　　　インターアクトに取り組んでいる学校側から、夏季（7～8月）の短期交換派遣として、地区の方に4名の推薦があり、真栄平
　　　　　さんが泉大津在住のため、当クラブにスポンサークラブの引き受けの話があり、受託しました。
　　　　　オランダに短期留学
7/10　　　オランダの交換留学生来日。　真栄平さん宅でステイ。
7/30　　　真栄平さんがオランダに。
8/21　　　帰国。
7/26　　　当クラブでオランダの留学生と一緒にスピーチをしてもらう。
　　　　　また、年内後半か、年明けにオランダでの体験と将来の抱負のスピーチしてもらいたいと思っております。

1.  真実かどうか

2.  みんなに公平か

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

四つのテスト

＝言動はこれに照らしてから＝

ロータリーの目的

ロータリーの目的は、意義ある事業の基盤として奉仕の

理想を奨励し、これを育むことにある。

具体的には、次の各項を奨励することにある。

第1  知り合いを広めることによって奉仕の機会とする

　    こと。 

第2  職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて

　　 価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会として

　　 ロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。

第3  ロータリアン一人一人が、個人として、また事業

　　 および 社会生活において、日々、奉仕の理念を実践

　　 すること。

第4  奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワーク

　　 を通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。


