
 

 

 

 

 

 

 

例会日=毎週火曜日 PM12：30 例会場=トヨタ博物館「小ホール」 

会長 中川清子 幹事 伊藤 真 会報 奥野悦弥   事務局 TEL:0561-64-5446 

Email : a.nagakuterc@aurora.ocn.ne.jp     FAX:0561-64-5459 

ロータリーは世界をつなぐ 
本日 第 763 回 2019 年 10 月 29 日(火曜日)755 号 

 

＜本日のプログラム＞ Today’s Program   
    

◇ 点 鐘 
◇ ロータリーソング  「我らの生業」 
 

 
卓話演題：「ロータリー米山記念奨学事業について」 
卓話者 ：地区米山記念奨学委員会 

 委員 神谷恵理 
 

 

 

前回 第 762 回例会 2019 年 10 月 15 日（火曜日)記録 

＜出席報告＞                                                       

                                     

                         

  

    

 
  

 

 

＜会長挨拶＞ 

 

 

              愛知長久手ロータリークラブ 

           会 長  中川清子 
 

 皆さん、こんばんは。  

今日は夜例会、第２回となります。１３日（日）に予定していた、栄の広場でのＷＦＦ 

が大型台風の為、急遽取りやめになり、本当に驚きました。  

 この地区は大したことはなかったものの、関東方面は甚大な被害となり、毎日テレビで流される様子に唖然と 

して驚き、一日も早い復旧をお祈りするばかりです。ロータリアンとして、何かなすべきことはないのか？ 

皆様で相談しましょう。今月は米山月間ですので、本日の勉強は『ロータリーの基礎』から抜粋して「米山記

念奨学事業とは？」を勉強しましょう。  

 

 

ロータリー米山記念奨学事業とは 
 

 ロータリー米山記念奨学事業とは、全国のロータリアンからの寄付を財源として、日本で学ぶ私費外国人留学

生に奨学金を支給し、支援する国際奨学事業です。将来は、日本と世界とを結ぶ「懸け橋」となって国際社会で 

活躍し、ロータリー運動の良き理解者となる人材を育成することが事業の使命です。 

 その歴史は 50 年以上前にさかのぼります。平和を愛し、青少年に手をさしのべた“日本ロータリーの父”米

山梅吉氏の遺徳を記念する事業として発展し、１９６７年文部省（現文部科学省）を主務官庁とする㈶ロータリ

ー米山記念奨学会が設立されました。５０有余年の歴史を持ち、世界に類を見ない日本ロータリー独自の多地区

合同活動となっています。 

 

愛知長久手ロータリークラブ 
２０１９－２０２０ 

WEEKLY 

員 総 数 17 名 

出 席 者 11 名    出 席 率  64.71%     前々回補正出席率  82.35% 



 

米山記念奨学会の特色 
  

一番の特徴は、その規模です。米山奨学生の採用数は、２０１３年度年間７００人。世界規模で展開している

ロータリー財団国際親善奨学生の年間採用数と同じです。これだけの外国人留学生を支援している奨学団体は、

事業規模・採用数とも日本国内では民間最大です。これまでに支援した奨学生数は累計で約１万７千人（２０１

２年７月現在）、その出身国は、世界１２１の国と地域に及びます。米山学友（元米山奨学生）は、韓国駐在大使

やスリランカ警察長官、韓国・台湾のガバナーに就任した人など、世界中で活躍しています。 

 

世話クラブ・カウンセラー制度 
 

 米山奨学金には、奨学金による経済的な支援だけでなく、ロータリークラブ独自の世話クラブとカウンセラー

制度による心の通った支援があります。 

 

世話クラブとは？ 

 日本には約２，３００のロータリークラブがあります。そのうち１つのクラブが、１人の奨学生の「世話クラ

ブ」となります。米山奨学生は世話クラブの例会に月に一度出席し、ロータリー会員と積極的に交流して国際交

流・相互理解を深めるとともに、ロータリーの奉仕の心を学びます。 

● 世話クラブで行われること 

ａ）米山奨学生は月に一回例会へ出席 

ｂ）奨学金の受け渡し 

ｃ）スピーチその他、親睦活動・奉仕活動への参加など 

 

 カウンセラーとは？ 

  奨学生１人に対して、世話クラブのロータリアンの中から１人がカウンセラーとなります。カウンセラーは、

奨学生の個人的ケアにあたるアドバイザーです。米山奨学生とロータリアンの交流は、相互理解のみならず、

双方にとって財産となるものです。 

 

【入会式・祝福】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           新入会員 小笠原多恵さん 

   

2019.10.15入会 

   

 

＜幹事報告＞ 

① 次週例会 10/22(火)は、祝日休会（即位礼正殿の儀）の為お休みになります。 

次回例会は、10/29(火)トヨタ博物館 12:30-13:30になります。よろしくお願いいたします。 

② メール・ラインでもご連絡をしておりますが、WFF が中止になりました件で、チケットの回収をお願いしております。

チケットは幹事までご返却よろしくお願いいたします。 

③ メール等でご案内させていただいておりますが、「女性の集い」にご参加の方がお見えになりましたら、 

   10/29(火)までに事務局メールにご参加されます方のお名前をお願いいたします。 

④ こちらもメールでご連絡しておりますが、「2019年 9月千葉県台風 15号災害」義援金、前回の九州同様 

本会計よりお支払いをいたしたので、下期会費に義援金 1000円のお支払のご請求をさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

⑤ 11/10 長久手市民祭りバザーの物品の締め切りは本日 10/15（火）までとなっております。よろしくお願いいたし

ます。 

      

   

    

   

   

              

    

大島昭夫さん 10/5 

 



 

■ニコボックス委員会■ 

・夜例会という趣旨で華野さんをお借りしてありがとうございます。黒田様ようこそおいで下さい  中川清子 

 ました。危機管理のお勉強よろしくお願いいたします。大島さんお誕生日おめでとうございます。 

・本日もどうぞ宜しくお願いします。                             伊藤 真 

・小笠原さんご入会お目出とうございます。これからよろしくお願いします。大島昭夫さんお誕生日 大島昭夫 

 お目出とう。何歳になりましたか？73歳です 

・小笠原多恵様、ご入会大変おめでとうございます。大島さんお誕生日おめでとうございます。   丹羽司一 

 長生きして下さい‼ 

・本日もよろしくお願い致します。                              冨田盛義 

・今日は小笠原さんをお迎えできてとても良かったです。                    日野典子 

・危機管理委員会 RIJYEM 研修委員黒田勝基様、本日卓話よろしくお願い致します。              山田文明 

 ㈱OG PLANNING 小笠原多恵様、ご入会おめでとうございます。大島昭夫さんお誕生日おめでとう 

ございます。 

・小笠原さん入会おめでとうございます。大島さん誕生日おめでとうございます。本日も宜しく   青山和成 

  お願い致します。 

・本日もよろしくお願いします。小笠原さん入会おめでとうございます。             田中信子 

・涼しくなりましたネ。カゼを引かないように気をつけます。                  大月涼子 

・台風 19 号により大きな被害が出ました。一日も早い復興を願っております。本日もよろしく    近藤鋭雄 

 お願いします。 

  

 

＜卓 話＞           「青少年交換と危機管理」     RIJYEM研修担当委員  黒田勝基 

   

青少年交換と危機管理 － ロータリーの青少年交換事業の特徴と危機管理はなぜ必要か。 
1． 青少年交換実績と日本（2760地区）の現状  

 
2．高校生の時に留学する意義～ロータリー青少年交換学生は、全て『青少年』 
 ➀大人としての扱いと、子供としての面倒を見てくれる。 ➁圧倒的な、英語（外国語）の発音に差：毎日朝

から晩まで現地語浸け。 ➂国際的視野をつけるのに、早すぎることはない（早ければそれだけ成長できる。  
 ➃高校生としてホームステイで１年間（生活はホストが引き受ける） ➄大学での留学は、ほとんど下宿とし 
  て自己責任で生活をしなければならない などなどの利点があります 
 
3．危機管理とは… 
 ➀一般的な危機管理の対象 a.会社の場合 b.家庭における危機管理 
 ➁ロータリープログラムにおける危機管理とは、その対象と対応 
  ・ロータリー章典下で行われる奉仕プログラム:青少年育奉仕（育成）、R財団、米山 
  ・ロータリークラブとして独自に推進できるプログラム 
  ・いづれにしても、ロータリー章典から逸脱してはプログラムは実行できません 
 
4．ロータリー章典を通じて流れる思想：  
 青少年育成の重要性と『青少年保護』に基づいての自己誓約とルール 
 ロータリー章典 2.120 ロータリーの行事及び行動に関する指針 
  2.130 青少年の保護 
         2.130.1 青少年と接する際の行動規範に関する声明 
         2.130.2 性的虐待とハラスメントの防止 
         2.130.2 （1）～（8） 
  ⇒危機事案対応等の手順に誤りがあった場合、重大な状況になりうるというルール 
  ⇒危機管理規定（仕組み）の制定の経緯 
 
5．青少年保護の手引き に付随してのＲＩの「青少年保護」の方向性 
 ➀青少年交換プログラムはＲＩの青少年保護に関する方向性の先行指標 
 ➁青少年交換を含め、ＲＩ正式プログラム（青少年育成）における青少年保護の地区事業対象に拡大 
 ➂青少年プログラム（及び社会的に弱い立場の人々）への参加者の保護を全クラブ対象に拡大 
 
6．世界の青少年交換事業におけるトラブルの統計 
 
7．青少年交換プログラムで過去起こった不具合事案（例） 
 ➀自然災害に関する事案 
 ➁セクハラ虐待、およびパワハラ等に関する事案 
 ➂ロータリー主催プロジェクトで起こった不具合事案 



 
8．具体的、来日学生受入での対応方法及び手順（危機を防ぐ方法と事案対応） 
 ➀全国での保険適用＝事故・病気等の発生事案 
 ➁危機対応のキーワード（虐待とハラスメントに対する） 
  a.事前兆候の把握 
 
   YESS（Youth Exchange Support System） からのプログラム参加者間のリアルタイム情報の収集と分析 
    ・Monthlｙ-Report for Inbound Student 等の月次報告書 
    ・地区外（県外）移動届け（地区外旅行等に関するルール） 
    ・ホストファミリーチェンジ移動（追加）届け および ボランティア誓約書の追加更新 
  b.C-GPS（キャッチ ジー ピー エス） 事案発生直後の初期対応 
   C(被害者の安全確保＝場所、状況に対する安全確保) 
   G（ガバナー及び／または関係者への即時報告） 
   P（警察または児童保護局＝ロータリーや身内という「素人判断」をしない。プロにゆだねる） 
   S（加害者と被害者の分離＝中長期にわたる措置を想定する） 
  ｃ.ゼロトレ‐72RI（ゼロトレ ７２ アールアイ）  

当事者よりの地区危機管理委員会（ガバナー）報告後の対応 
   72時間以内に重大事案に関しては RIへの報告義務 
 
9．最後に…‥危機管理の位置付け 
 危機管理という仕組みは、面倒なもので、奉仕の理想の心を持つロータリー活動で、なぜ危機管理なのかと 
 思いがちですが、奉仕のレベルと範囲を深化するには絶対に必要な仕組みです。 
★危機管理委員会の活用と、青少年奉仕にご協力をお願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

 

      

         

11 月 5 日(火) 11 月 10 日(日) 11 月 19 日(火)   11 月 24 日(日) 

同週祝日振替休会 

 

2019-20 年度地区大会 

ながくて市民まつり 

 

財団卓話 

 

補助金事業 

 

 
（ホテルナゴヤキャッスル） 

（長久手市役所駐車場） 
（トヨタ博物館） （未 定） 

創立 60 周年記念式典（瀬戸 RC ） 於：名古屋観光ホテル 

  

      

         


