
 

◇歌唱 「我等の生業」    ◇ゲスト挨拶［元会員・畠田宏治様］ 

◇会長挨拶    ◇幹事報告  ◇委員会報告 親睦 他      

◇卓話 「地区青少年交換委員会について」 水嶋 聡会員 
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2019-2020 年度 

painted by Kenzo Tanaka 

第 60代会長 澤邑 重夫 

第 60代幹事 杉本 剛昭 

2019 年 12 月 12 日（木） 第２８７８回例会 天候：晴れ 司会：杉田祐一副幹事 No. 23 

＝本日の例会行事＝ 

◎ゲスト・ビジター紹介 

畠田宏治様 （元 茅ヶ崎ＲＣ会員） 

畠田さんは現在福岡で劇団を主宰しつつ、ラグビー選手と

しても活躍中とのこと。たいへんお元気そうでした。 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より   

＊「クラブを成功に導くリーダーシップ」会長編（２０１９－２２年

度版） 

＊２０２０年７月１日～２０２１年６月３０日までの間に予定されて

いる行事予定について（お伺い） 

＊第７回日台ロータリー親善会議 福岡大会 エクスカーション

見積・申込フォーム 

＊２０２０-２１年度実施プロジェクト向け「第２回地区補助金説

明会」の案内 

◉２０２０年 １/２５（土） １３：００～１５：００  ◉第一相澤ビル３

階「会議室」 

◇ガバナー補佐より  ＊ＩＭ登録料振込について（お願い）  

◉登録料…６，０００円（全員登録） 

◉２０２０年 ２/１５（土） １４：００点鐘  ◉茅ヶ崎市役所分庁舎６

Ｆ コミュニティホール大集会室 

◇茨木ＲＣより  創立６０周年記念式典・祝賀会 ご臨席への

御礼 

畠田宏治様（ゲスト・元会員）富士山は茅ヶ崎からが最も美

しいと感じます。富士を見たら、富士山を見たら、それは私

だ！なんのこっちゃ。畠田さんから富士山いただきました。 

澤邑重夫君 畠田さん、おひさしぶりです。水嶋さん、卓話

よろしくお願いいたします。本日は植栽がんばります。ご参

加のみなさま、ありがとうございます。 

杉本剛昭君 畠田さん、おひさしぶりです。ようこそお越し

下さいました。水嶋さん、卓話よろしくお願いいたします。。 

伊藤留治君 水嶋さん、卓話拝聴させて頂きます。畠田さん、

ようこそお越し下さいました。 

加藤 寛君 畠田さん、ようこそ。水嶋さん、卓話御苦労様

です。 

田中賢三君 畠田さん、ようこそ。元気で御活躍とのこと、

何よりです。水嶋さん、青少年交換の卓話、よろしくお願い

します。 

成田栄二君 畠田さん、お久しぶりです。水嶋さん、卓話、

よろしくお願いします。 

和田幸男君 水嶋さん、卓話お疲れ様です。畠田さん、よう

こそ。 

河本啓伸君 劇団主宰の畠田さん、よくもいらっしゃいまし

た。テキトーに楽しんで下さい。 

大森久巳男君 水嶋様卓話楽しみです。朝夕寒さがきびしく

なってきました。風邪など引かないよう気を付けましょう。 

古知屋光洋君 畠田さんようこそ！水嶋さん、卓話楽しみで

す。 

吉田恵子君 今日は南口のお花を植えます。皆様よろしくお

願いいたします。畠田さんようこそいらっしゃいませ。 

スマイル報告 石田貴一会員 

←例会後、茅ヶ崎駅南口にパンジーの植栽に行きました 
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日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

１２／１２ ２８７８ ４３ ３９ ３３ ２ ４ ８９．７４％  

１１／２８ ２８７６ ４４ ３６＋４ ３１ ０＋４ ５ ７７．５０％ ８７．５０％ 

 

出席報告 徳舛幸丈会員 

例会後実施された茅ヶ崎駅南口での植栽での集合写真 

大箭剛久君 畠田さん、いらっしゃい。今日は歌わなくてい

いですか？ 

水嶋 聡君 本日は地区青少年交換委員会について卓話を

致します。よろしくお願いします。皆様に幸有れ！すばらし

い RI 正式プログラムとなります。皆さんで楽しみましょう。 

富田桂司君 ゲスト畠田さん、お帰りなさい。今年最後の通

常例会ですね。大掃除を今週より始めました。毎日和田さん

宅前のランドリーに行ったり来たり。２週間がんばります。

本日例会前計量 94kg！忘年会シーズンにて苦戦中です。 

北村公子君 畠田さんようこそ！今年も残りわずかになり

ました。元気に無事過ごせて良かったです。来年もがんばり

ます。クリスマス会楽しみです。 

木村信一君 畠田さんおかえり～。水嶋さんに幸有れ。 

岩澤淑江君 畠田さんようこそ！しばらく畠田ロスに苦し

みました。水嶋さん卓話楽しみです。 

小澤雅彦君 水嶋さん卓話楽しみにしております！来週は

いよいよクリスマス家族会ですね。木村さん、楽しみです。

楽しんでいきましょう！ 

橋本正一君 来週のクリスマス家族会参加出来ません。残念

です。皆さん良いお年をお迎え下さい。畠田さんお久しぶり

です。お元気そうで何よりです。水嶋さん、卓話よろしくお

願いします。 

大竹孝一君 畠田さんようこそ。水嶋さん、卓話拝聴いたし

ます。 

木村邦佑君 畠田さんおかえりなさい。水嶋さん、卓話よろ

しくお願いします。 

熊澤孝之君 畠田さん、久しぶりです。ようこそ。 

野中範郎君 飲み過ぎで体調が悪いです。 

石田貴一君 畠田さん、おかえりなさい。本日の植栽、当金

庫若手職員も参加させて頂きます。よろしくお願いします。 

［本日 25 件、38,000 円です］ 

【RI 第 2780 地区青少年交換プログラム】  

国際ロータリー青少年交換プログラム(YEP)は、1972 年の国

際ロータリー理事会に於いて世界的な平和と理解を推進する価

値ある国際的活動として正式に推奨され、RI 本部に常設委員会

を持つ重要なプログラムとして、世界中に広まり今日に至って

います。YEPは、地区独自の事業ではなく、国際ロータリーの

継続事業。この青少年交換プログラムは、世界中のロータリア

ンが青少年に今までに体験したことのないような体験をさせて

あげたとの思いを形にした事業です。  

目的と使命 

このプログラムは、語学研修だけでなく派遣先の文化や習慣・

伝統・歴史に触れると同時に日本の文化や習慣を広め相互理解

を図り、世界平和への貢献を目的としています。派遣生に課せ

られた使命は、青少年親善大使として日本と派遣国との間に「友

情の架け橋」を築き、外国を知るだけでなく、日本の文化や習

慣を紹介して理解を得ることです。  

第 2780 地区青少年交換 

当地区の青少年交換事業は、第 259 地区時代の 1983 年より

青少年交換事業を盛んに行い、そして 1989 年の第 278 地区創

立時にはアメリカ・カナダ・オーストラリア等の英語圏と 6 人

の青少年交換が始まりました。のちにブラジルが加わり、そし

てヨーロッパ諸国や台湾とも交換を行うようになり前年度から

はハンガリー次年度からデンマークと今日に至っています。青

少年交換プログラム(YEP)には毎年、世界の 150カ国約 8000人

の青少年が参加し、今年度日本から 25 カ国 180 人の交換学生

が派遣され、同時に海外から 180 人の学生が来日しています。  

交換国 

今年度は、アメリカ/カナダ、メキシコ、ブラジル、イタリア、

フランス、ドイツ、ハンガリー、台湾の 9 か国へ 9 名を派遣し、

同じく 9 名を迎え入れ、各グループに 1 名の来日学生のお世話

をお願いしています。次年度は初めてデンマークを含む今年度

と同等な国と 1 対 1 の学生交換を行います。この様な多様性の

ある学生交換は、当地区の特色であり、国内他の地区では行な

われていないことです。 

【青少年交換委員会の役割ほか】 

 この YEP が安全にかつ円滑に進行するよう様々な活動を行

なっています。交換相手地区(国)の選定。政治不安や治安を考慮

した上での決定と正式契約の締結。派遣学生の相手地区・国へ

の申請書(Application Forｍ)の作成指導、確認と提出。派遣学

生に対し、研修を通して青少年親善大使としての心得や気構え

の教育と精神的サポート。来日学生・派遣学生に対する毎月の

オリエンテーション、研修旅行等留学期間中の来日・派遣学生

の危機管理への対応、健康管理、サポート。ホストクラブ・ス

ポンサークラブへのサポート、各グループから出向の委員が担

当。国際ロータリーから発信される新たなルールの伝達と広報。 

この青少年交換は、ロータリアンの子弟が挑戦できる唯一の

プログラムです。皆さんのお子さんやお孫さんには是非、挑戦

して頂きたいと思います。皆様のさらなるご理解とご協力をお

願い致します。 

卓話「地区青少年交換について」 

YEP=Youth Exchange Program 

地区青少年交換委員 水嶋聡会員 

ちなみに当クラブではこれまでに 7人

の受け入れ、8人を送り出しています 


