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　皆さん、こんにちは。先日、次期社会奉仕委員長の
道前さんから、地区補助金事業での障害者支援事業は、
社会奉仕にならないのかという質問を受けましたが、私
個人としては、財団の事業であると同時に社会奉仕の活
動でもあると思っています。前に会長挨拶で社会奉仕の
事例として「人間尊重」、「地域発展」、「環境保全」など
の具体例を紹介しました。ここでもう一度社会奉仕のこと
を考えてみたいと思います。ＲＩ理事会は、社会奉仕の
機会に関する項目として9つの世界的な課題のリストを作
成しています。
1、「危機下の児童」という課題です。世界各地には安全
な水や食料に事欠き、基本的な衛生設備や教育さえ無
縁という生活を送っている子供が何百万人もいます。こ
のような子供たちのために、ロータリアンは学校の建設
やポリオの予防接種を実施するなど幅広いプロジェクト
を行っています。2、「障害者」という課題です。世界に
は多くの障害者がいます。このうち約80％が、適切な医
療や職業訓練に加えて雇用の機会も限られている発展途
上国に住んでいます。ロータリアンは1913年以来、障
害者が教育・雇用・基本的なサービスを平等に受けら
れるように支援するプロジェクトに力を注いできました。
3、「保健」です。毎年何百万人もの人々がエイズやマラ
リアのような予防可能な病気で死亡しており、汚染され
た水から感染する病気や出産が原因で死亡する人 も々膨
大な数となっています。ＲＣは、診療所の建設や整備を
行ったり、先天異常のある子供たちを対象に手術を手配
したりして、家族や地域社会を立て直すことに貢献してい
ます。4、「国際理解と親善」、5、「識字能力と計算能
力」 世界には基本的な読み書きと計算能力の備わって
いない人々が8億人存在し、ロータリアンは本の寄贈や
学校建設などを行っています。6、「人口問題」、7、「貧
困と飢餓」、8、「環境保全」、9、「都市問題」です。こ
の九つを社会奉仕する対象と捉えています。
　社会奉仕は、ロータリアン一人ひとりが、「超我の奉仕」
を実証する機会であると言われます。

ゲスト 	渡邊　芳一様（地区青少年奉仕委員長）

ビジター 	菅沼　　久君（御殿場）

他ＲＣ出席 	積君・東君・細澤君・山口君（4.22米山梅吉
記念館春季例祭）、吉野君・村上君（4.22
静岡第3分区第1回次期会長・幹事会）

欠席者（7名）
服部君、石川（秀）君、金子君、
望月君、渡邉（秀）君、渡邊（洋）君、
山口君
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5月12日（金）
　会員リレートーク
	 会　員　　石川　秀雄君・向坂　義次君

会員誕生日　藤田　洋行君
配偶者誕生日　上田　郁子様（貴彦君）
結婚記念日　東　　宗徳君、實石　　学君

5月19日（金）
　第3回クラブ協議会（例会30分延長）
　ガバナー補佐クラブ期末訪問

クラブ危機管理研修
　　　地区青少年奉仕委員会
	 委員長　　渡邊　芳一様

卓話

4月合計　19,000円
渡邊芳一様（清水中央ＲＣ）…本日は、お招きいた
だきましてありがとうございます。固い話ですが、よ
ろしくお願いいたします。
石川（三）君…渡邊芳一様、お忙しい中沼津ＲＣに
お越しくださりありがとうございます。危機管理研修
よろしくお願いします。
峯村君…4/23長男の結婚式が済みました。美しい
姑と書いてビトメになります。
野際君…若いつもりで軽快に動いていたら怪我をし
てしまいました。勝呂先生には、大変お世話になり
ありがとうございました。
積君…先日、京丸で行ったＢテーブル会はとても楽
しかったです。初めて食べたウナギのシャブシャブ
絶品でした。

１ ．例会変更のお知らせ
　沼津柿田川…5/15（月）は5/18（木）に変更
　　　　　　　5/29（月）は5/28（日）に変更
　富　　　士…5/31（水）は特別休会
　　　　　　　6/7（水）は宿泊例会
　　　　　　　6/21（水）は特別休会
　長　　　泉…5/17（水）は5/20（土）移動例会
　富 士 宮 西…5/19（金）は例会場変更
	 ＠朝霧アリーナ
　富士山吉原…6/15（木）は特別休会
　　　　　　　6/29（木）は夜間例会
	 会長幹事慰労会
　新　富　士…6/27（火）は6/24（土）期末例会
２ ．5/24（水）日帰り研修バス旅行のお知らせ
　⇒出欠回答・会費納入は受付にて
３ ．次年度会員名簿原稿
　⇒ご確認の上、事務局までご提出ください
４ ．会員候補者のご通知と入会諾否のお伺いポス

トイン
５ ．5月のロータリーレート　1ドル＝110円
６ ．「緑の羽根募金運動」への協力（「千本をよくす

る会」より￥5,000送金）　⇒緑の羽根配布

◆第11回定例理事会
　2017.4.28（金）13:30～　出席者11名

【議事】
１．5月例会プログラムの件　承認

5月19日 第3回クラブ協議会（例会30分延長）
ガバナー補佐クラブ期末訪問

5月26日 イニシエーションスピーチ
	 会　員　　上田　貴彦君

6月2日 Ｒ親睦活動月間担当例会

２．5/19（金）例会時間延長の件　承認
　	⇒第3回クラブ協議会・ガバナー補佐クラブ期末
訪問のため

３．年会費変更に関する件　承認
　	⇒例会回数変更に伴い、2017-2018年度より、年
会費を現在の28万円から27万円に変更したい

４．ガバナー補佐の選出について　承認
　	⇒5/12（金）にパスト会長会を開催する

理事会だより

　皆さんは、「地区認定」という言葉を聞いたことが
あるでしょうか？
　実は、ＲＩ（国際ロータリー）の地区認定がない
と、現在は青少年交換を行うことができません。
　ＲＩの「青少年交換認定更新書式」では、ロータ
リー章典に定められた下記の要件にプログラムが
遵守していることを、地区が毎年同意する必要があ
ります。
①	各地区に危機管理委員会があること（危機管理
規定が規定されていること）

②	虐待とハラスメント（嫌がらせ）の防止に関する方
針があること

③	性的虐待及びハラスメントの申し立てと報告に関
する指針があること
④	青少年ボランティア誓約書（無犯罪者証明の代わ
り）と損害賠償保険に加入すること（現在は全国
34地区が一体で、法人ＲＩＪＹＥＣとして賠償保
険に加入）

　さて、これほどまでに厳しい条件をＲＩは、なぜ
地区ロータリーに要求してくるのでしょうか？ また、
2016年には「青少年保護ガイド」が発表され、青少
年奉仕プログラム全体に、この認定の要求の枠が
広がっております。
　危機管理上は、ロータリーの奉仕活動に参加す
る青少年が、被害者になることもあれば、加害者に
なることもあります。また大震災などの自然災害や
テロなどの事故に巻き込まれる可能性もあります。
ロータリー（ＲＩも含む）が損害賠償の対象となり、
訴えられる事例も現実にはあります。ＲＩが要求す
る危機管理の底辺にあるのは、「新世代（青少年）
奉仕に参加する学生を守る」「ボランティア（ロータ
リークラブを含む）を結果として守る」ことにあります。
　クラブ青少年奉仕活動におきましては、想定され
る危機にしっかりと準備して、万が一事故が起こっ
た場合でも迅速に対応できるようにしておく必要が
あります。
　青少年から被害の申告等があった場合には、
ロータリーの「ゼロ容認方針」に従い、直ちに「地区
危機管理委員会へ報告」いただき、72時間以内に、
ＲＩに届け出る義務があります。
　青少年奉仕プログラムは、未来を担う子供たち
を応援して、私たちの将来を支える本当に素晴らし
い活動であると考えます。世界中に友情と信頼でつ
ながるロータリーだからできるプログラムであるとい
えます。
　今後とも、地区青少年奉仕委員会、地区危機管
理委員会をご利用いただき、安全で成果ある青少
年奉仕活動に取り組んでいただけましたら幸いです。

四つのテスト
−言行はこれに照らしてから−
Ⅰ　真実か　どうか　　　　　　　
Ⅱ　みんなに公平か　　　　　　　
Ⅲ　好意と友情を深めるか　　　　
Ⅳ　みんなのためになるか　どうか
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