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委員会報告

委員長　山口雅弘君

先日お尋ねいたしました、スリウォンロータリークラブ田辺

さまのお父様、介護の件ですが、多くの情報をメールやお

電話でいただき感謝申し上げます。ご実家のある袋井ロ

ータリークラブ伊藤さまにも役所へ足を運んでいただき、

ロータリアンの素晴らしさを実感致しました。田辺さまのお

母さまからも、皆様へくれぐれもよろしくお伝えくださいと、

感謝のお言葉をいただきましたので、ご報告させていた

だきます。

ありがとうございました。

臨時理事役員会報告

国際奉仕委員会

　朋友ロータリアンの皆さん、私は若いころ、世

界中を旅したいと思っていました。しかし当時は、

旅を夢見ることしかできず、海外をはるか遠くの

世界のように感じていました。とはいえ、日本で

は誰もがそうするように、私も学校で英語を勉強

しました。最初の教科書の1ページ目に「This is 

a pen」と書かれていたことを今でも覚えていま

す。もう50年も前のことです。それから、世界は

大きく変わり、私はロータリーの会長として、か

つて夢見た以上に世界中を旅しています。 

　初めての場所を訪れると、初めての言葉、人々、

慣習に出合います。私は、行った先々でお目にか

かる方々から学ぼうと全力で努めています。お目

にかかる人から学べることがあるはずだと信じて

いるからです。このように考えると、ロータリー

の青少年交換プログラムの意味がより深く理解で

きると感じます。そして、青少年交換を通して、

ロータリーがいかに素晴らしい贈り物をしている

かがわかります。青少年交換は、数々の心を開か

せ、信頼や心の交流を築きます。また、国や背景

が異なる人々を一つにすることができます。 

　ロータリーの青少年交換プログラムは、40年以

上にわたって充実した活動を継続し、今日、第五

奉仕部門である「新世代奉仕」の一部となってい

ます。若者に力を注ぐことで、ロータリーの未来

と、より平和な世界を築くことができます。青少

年を支援することで、新たな世代にロータリーを

引き継ぐことができます。また、国境や文化の壁

を超えた理解の輪が広がります。私たちは支援の

手を差し伸べることの大切さを教え、ロータリー

の中核となる価値観を伝承することができるでし

ょう。このようにして、私たちは平和の構築を支

援しています。 

　青少年交換は、一つひとつの交換を通して国と

国との間の関係を育み、平和な世界を築くという

ロータリーの世界的使命の本質的な要素を担って

います。

ＲＩ会長のメッセージ

第８回理事役員会報告

開催日　　平成２８年２月５日（金曜日）　　ブケ東海三島

出席義務者　鈴木政則・石井邦夫・矢岸貞夫・中山和雄・

　　　　　　　　　岡良森・加藤正幸・服部光弥・兵藤弘昭・　

　　　　　　　　　内田憲一・石井和郎・杉山順一・米山晴敏

オブザーバー・IM委員会

司会者　　石井邦夫

議題

１・プログラム変更・２月第２週～３月第１週まで・石井委員長

変更無し

２・東北震災復興委員会のパネル展示会について・山田

復興委員長

復興委員会が震災パネル展示会を長泉町と交渉し、長泉

町１Fエントランスにて展示会決定。3月7日～3月11日まで

期間。3月4日１７：００から当所で準備。3月11日１７：００から

撤収。絆シール・パネル製作予算１０万円。承認された。

３・２月２０日IMについて・矢岸委員長

送迎バス・三島駅・田町駅経由運行・三島RC１４名・三島

西13名。参加人数・講演会１８８名・親睦会・１６８名（会員数

２６０名）式典プログラム・前回決定通り。設営等・前回決定

通り。予算等・カメラマンは依頼しない、クラブ会員撮影。

IMの多少の追加予算はクラブが負担する、事後報告する

ことで承認された。

４・春の家族会について・杉山委員長

3月27日（日曜日）韮山散策BBQタイムスケジュール10時

例会・反射炉周辺２世界遺産散策・高原ジュースからミス

高原までウオーキング到着後BBQ。

参加者・全員参加・大人（18歳以上）4,000円・小学生～高

校生2,000円・以下無料・全体予算416,250円・なるべくバス

同乗でお願いする。（三島駅、田町駅、ブケ東海）計画、

予算、共に承認された。

５・浜岡原発見学について・石井幹事

浜岡原発を見学する案が出たが『クラブ事業としての委員

会はどこか、PGは』『原発についての賛否両論あり、目的

提示が難しい』『タイムスケジュールが解らない』『日程、予

算等詳細分からず検討出来ない』。来年度以降の検討とした。

　　　

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

血液型にはＡ・Ｂ・ＡＢ・О型の四種類があります。その中

のＡ型の人は私も含め、凡そ神経質で慎重派だといいます。

このタイプの人は責任感が強く、理性的で物事を用意周

到に考えますが、行き過ぎるといつまでも不安が頭から離

れず、それどころか自分で次から次へと不安を引き起こし、

不安の連鎖に巻き込まれてしまいます。責任感が強い分、

頭からいつまでも不安は離れず、神経だけすり減って疲れ

てしまいます。こうした状態が良いはずはありません。そこ

でこんなタイプの方に少しでも良い方法がないかと調べて

みました。１つの方法としてまず理性的に「この件はこれ以

上考えても無駄だ」と自分に何度も何度も言い聞かせてお

くことだそうです。すると不安が又胸をよぎった時でも、頭に

はストップの命令が出ていますから、頭はあーそうだこれ以

上考えない様にしようと思い出し、これを何度も繰り返すう

ちには不安の回路が断たれていく様です。現役の頃の私

なども、会社の経営上のこと、得意先の付き合いなど、仕

事上の失敗で何度となく自分を責めたものです。自分の

力ではどうしょうもないことが原因でも、神経質な責任感が

強い人ほど、自分の責任にして悩むものです。ある程度考

えても効果がでない時は、もう思考をストップするしかあり

ません。この先どの様になっていくかわからない事に悩ん

でいてもしかたありません。ならば今、どの様に処するかが

大事で、たとえこの先の道が行き止まりであっても、頭の中

の不安をストップし、現時点でできる事を確実に行き着く

所まで進んでいく事ではないでしようか。不安をつのらせる

マイナス思考の考え方をプラス思考にしていく良い方法だ

と思います。血液型で人それぞれの性格を決めるのはどう

かと思いますが、心当たりのある方に少しでも参考になれ

ば幸いです。

幹事報告

ゴルフ同好会

会員誕生日

入会記念日

幹事　石井邦夫君

山本良一君：新年度スタートです。新米の山本と加藤幹

事ですので間違いが多々あると思います。よろしくお願い

いたします。

米山晴敏君：山本会長、加藤幹事、一年間よろしくお願

いします。頑張って下さい。

兼子悦三君：今日から山本年度、また、今年は創立25周

年の年でもあり、忙しいと思いますが、頑張って下さい。

片野誠一君：新年度も宜しくお願いいたします。

中村　徹君：山本、加藤年度が始まりました。創立25周年

記念式典に向け、1年間よろしくお願いします。頑張って

下さい。

太田政人君：山本新会長、いよいよスタートしましたね。1

年もたてば今の私の心境になれます。ガンバッテ下さい。

矢岸貞夫君：いよいよ今日から新年度が始まります。山本

会長、加藤幹事、頑張って下さい。会員全員で応援します。

宮澤正昭君：山本会長、加藤幹事、一年間よろしくお願

いします。

石井邦夫君：山本会長、加藤幹事、本日より一年間頑張

って下さい。期待しております。

杉山　隆君：新年度スタートです。1年間よろしくお願いい

たします。

石井和郎君：山本会長、加藤幹事、一年間よろしくお願

い致します。

久保栄子君：山本会長、加藤幹事、皆様、本年度もよろ

しくお願い致します。

服部光弥君：新年度、初心にもどり気持ちを改めがんばり

ます。山本年度こそは赤タスキと念じていましたが・・。や

っぱり青タスキでした。岡さん、小島君、赤がとってもおに

スマイルボックス

４月１０日　杉山順一君
４月１６日　小林　勝君
４月２０日　岡　良森君

　さて今日は、基礎代謝に

ついて触れて見たいと思い

ます。誰しも男性は４２歳、

女性は３３歳の厄年を迎え

る頃から悲しいことに体脂

肪の蓄積が始まり、中年肥

満をおこしやすくなるそうで

す。ではなぜ中年になると

木下玲子さん（田中君のゲスト）

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

今日の料理

加藤君、杉山（隆）君、土屋君、中村君、中山君、服部君

前々回

今　回

出席総数 出  席  率 メークアップ 修正出席率

会員総数

あなたが見えなくて残念でした。欠 席 者

２８/３５　　 　　　８０．００%　　　　３４/３５　　 　　　９７．１４%

２８/３４　　 　　　８２．３５%　　　　　　　　  　　　　　３６名

１．4月10日（日）は地区研修・協議会です。次年度理事・

役員の皆様よろしくお願いいたします。

委嘱状

　日本全国、桜の開花を聞く良

い時期となりました。皆様はもう

花見はされましたか。ここ数年、

桜が咲くこの時期になると、５年

前まで必死で仕事をしていた

自分を思い出します。寝てもさ

めても頭の中は仕事・仕事で、

桜を眺める余裕などとてもあり

米山梅吉記念館委員会委員　矢岸貞夫君

米山梅吉記念館委員会運営小委員会　加藤正幸君



ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

親睦委員会 遠藤修弘君

ビジター 窪田　明君（三島西ＲＣ）

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

　　　　　

出席委員会

広報委員会

委員長　石井和郎君

杉山　隆君：休みが続きました。すみません。又、会員増強の

ご協力よろしくお願いいたします。

小林　勝君：所用の為、早退します。

スマイルボックス

ロータリー財団セミナー報告

ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ

4月10～15日、米国シカゴで国際ロータリー規定審議

会が開催され、世界中から集まる代表議員がロータリ

ーの組織規定に関する審議を行います。

3年に1度開催される規定審議会では、各ロータリー地

区から代表議員が出席し、ロータリーの組織規定を変

更するための立法案を審議し、投票するほか、国際ロ

ータリー理事会への意見表明と推奨を行います。

審議会の最新情報と投票の集計結果：4月11日よりMy 

ROTARYからご覧いただけます。

今回の審議会に提出された立法案には、クラブ例会

の時間や運営方法に柔軟性をもたせることで会員増

強を意図した案件が多く含まれています。また、会員と

しての要件を改正する立法案もあります。

規定審議会では過去何十年にも渡り、代表議員によっ

て、出席要件や会員資格を含むあらゆるロータリーの

方針に関する討論が重ねられてきました。この5日間の

会合は、ロータリーに変化をもたらす最も重要な会合の

一つであり、急速に変化する社会の動きに沿って組織

を見つめ直す貴重な機会となります。

規定審議会

3年に1度開催される規定審議会では、クラブや地区、

理事会などから提案された立法案の審議と投票が行

われます。組織としてのロータリーの運営について、ロ

ータリアンが意見を表明する場となります。

審議会で行われること

審議会では、各ロータリー地区から派遣された代表議

員が、提出された制定案と決議案を討議し、投票を行

います。「制定案」はロータリーの組織規定に変更を加

えるもの、「決議案」は意見を表明したり、RI理事会へ

の提案を示す案件です。

RI理事会は、審議会で採択された決議案と、審議会

から理事会に回付された案件を討議し、決定を下します。

ロータリー規定審議会が4月10～15日に開催

「医・農・食・楽からの提言」

卓話

次年度地区社会奉仕委員会は、ここ数年来継続して実

施してきた「富士山清掃」をやめて地区大会時に講師を

招聘しての講演会を実施いたします。

内容等、詳細についてはまた後日ご連絡させていただき

ますので、11月に開催される地区大会には多くの皆様の

ご参加をよろしくお願いします。

今日の料理

地区研修・協議会報告

社会奉仕部会　服部光弥君

委嘱状

米山梅吉記念館運営委員　遠藤修弘君

　当クラブでは今までに約７０００台の自転車を送っていま

す。以前、共同事業として先ほどご紹介させていただきま

した河口湖ＲＣ様を、はじめ大月ＲＣ様にもご協力をいた

だきました。　（中略）自転車の組み立て作業費や贈呈先

までの輸送費等２５万円と、昨年度は図書代１０万円を追

加で協力させていただきました。日本からの品質のいいリ

ユース自転車を利用してくれる子供達の生き生きとした

顔を見るたび、我々も誇りに感じます。この事業の目的は、

日本においては放置自転車と呼ばれ廃棄処分されてしま

う自転車に再び生命の息吹を入れ、国境を越えてリユー

スすることにより、国際的な循環型社会の形成と、将来タ

イの礎となる子供たちに通学時間の短縮によって学ぶ時

間を増やし、より価値ある人生を歩んでいただくことにあり

ます。「自転車を通じ日本とタイ国の相互理解による友好

関係と、子供たちの夢ある未来の希望を叶えるお手伝い

をさせていただく」ことこそが、我々せせらぎ三島ＲＣ国際

奉仕委員会の行動指針であります。

国際奉仕部会　兵藤弘昭君

会員増強・維持では

５０名以下のクラブ・・・純増１名以上

５１名以上のクラブ・・・純増２名以上

を目標にして下さい。

　会員増強はただ増やすのではなく、各クラブ運営対策

を考える。（基本はなんなのか？）（目的はなんなのか？）

なんでも有りはだめですよという事、現在の会員を辞めさ

せない事、会長、幹事が増強のトップとして動き回って頂

きたいという事でした。

会員増強・維持部会　杉山順一君

　いよいよ次年度に向けて出発いたしました。幹事の米山

さんをはじめ皆さんには次年度も楽しい例会を迎えられる

ようご協力をお願いいたします。

　さて、私は次年度幹事の米山さんと次年度会員増強・

維持委員長の杉山順一さんの３人で生子哲男ガバナー

エレクトの、２０１６～２０１７年度会員負担金と10項目の地

区目標の説明を受けてきました。詳細については皆さんと

相談させてください。

副会長　中山和雄君

　宮城島委員長の活動方針として「職業奉仕」設立者の

一人であるアーサー・フレデリック・シェルドンが掲げた

「Ｈｅ　Ｐｒｏｆｉｔｓ　Ｍｏｓｔ　ｗｈｏ　Ｓｅｒｖｅｓ　Ｂｅｓｔ」（もっとも

良く奉仕する者がもっとも多く報いられる）に則って活動を

行い、目標として１．奉仕月間中にパスト会長、委員長経

験者に奉仕の倫理観について聞く　２．例会出席「職業奉

仕の為には必要不可欠）　３．会員事業所訪問　４．職業

奉仕についての少人数での話し合い　の４つをあげ、１年

間邁進するとの事でした。

職業奉仕部会　石井和郎君

　入会3年未満の会員138名が出席し、研修を受けました。

まずは、DVDで第2620地区内のクラブがどのような活動を

行っているか、説明を受けました。

詳細は省きますが、各クラブが特色ある活動をしていると

感じました。

　次に、渡邉脩助パストガバナーによる、エンドポリオに関

する講話をドクターの視点から話していただきました。

ロータリーがポリオ撲滅に注力している様が伺えました。

新会員部会　原　兄多君

　次年度会長エレクト・クラブ研修リーダーという立場での

参加になりました。我がせせらぎ三島ではあまり馴染みの

ない「ロータリー財団」という委員会。ちょっと調べてみまし

た。馴染みがないのは私だけかもしれませんが、割とどこ

のクラブにもこの委員会はあるようです。

　1917年、アーチ C. クランフRI元会長が「世界でよいこと

をするために」基金を設置。クランフ元会長のこのビジョ

ンが、「ロータリー財団」として実現しました。

　さて、2017年ロータリー財団は100周年を迎えます。ロー

タリーの友3月号の45ページに詳細が記されておりますの

でご一読いただけたら幸いです。ロータリー財団は26.5ド

ルから始まった、ということです。

ロータリー財団部会　山口辰哉君

ＩＴ広報委員会

山口雅弘

クラブでのボランティア活動など、隠匿の美として表に出

したがらない人もおりますが、ロータリーのイメージを前面

に出し、会員増強を図る。メディアを利用し、ソーシャルネ

ットワークも利用する。ＭＹ　ＲＯＴＡＲＹを最低でもクラブ

会員の50％以上を登録する。また、クラブの目標を10以

上登録しその中で2つ以上の項目を達成する。

ＩＴ・広報部会　山口雅弘君



次 回 例 会

３月13日（土）（12日の振替）

植林事業

ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

会員誕生日 ４月２日　　山本良一君

４月29日　　石井邦夫君

４月６日　　大房正治君

４月16日　　小林　勝君

４月20日　　岡　良森君

４月30日　　土屋　巧君

入会記念日
�     

平成22年�５ 月�21 日�金曜日�19時

30分�より�

ブケ東海三島�     

           

出席者� 西原次期会長� 内田次期幹事� 中村� 

太田� 　　　　小林�  山梨� 渡辺� 矢岸� 

土屋� 石井邦　　　　山田�

欠席者� 宮沢�        

司会者� 内田次期幹事�   記録者� 山田�  

           

①次年度予算案の件�     

　会員数３６名含め次年度予算了承されました

　収入特別会計６０万了承されました

　支出週報ホームページビルダー予算了承されました�          

②次年度プログラム案の件�     

　了承されました�          

③地域開発･植林事業の件�     

　三島市箱根の里斉藤所長に話しをしたところ植林

　場所が無いとのことで一時保留�          

④新会員フォーローの件�     

　パスト会長様に協力いただき受け付けに参加いた

　だくこと決まりました�          

　出席率向上に向けた話がありました�          

           

 例会中の煙草５分程度の時間を設けること・・・

　携帯電話のマナーモードの推薦の話しが決まりま

　した

クラブ協議会

平成２６年３月７日�金曜日�  ブケ東海三島     

           

出席者�  山本良一　矢岸貞夫　太田政人　宮澤正昭　

　　　　　　 山田定男　杉山　隆　加藤正幸　土屋巧

　　　　　　石井和郎　米山晴敏　　

           

①２５周年の件�    

　　委員会ごと会合、例会の中でできるだけ開催

②２５周年歩みの案内を打ち合わせていく� 

� 

第１０回理事役員会報告

日時：平成２８年３月２７日（日）９：３０集合

集合場所：ブケ東海駐車場

※バス　楽寿園→ブケ東海→大場駅→韮山駅

服装：動きやすい服装

会費：会員４０００円　大人４０００円（高校生以上）

　　　　子供２０００円　幼児以下無料

※参加連絡は杉山順一又は遠藤修弘

つるし雛体験（要予約）・地ビール試飲・反射炉

見学・散策散歩等

ミス高原でＢＢＱ

委員長　山田定男君職業奉仕委員会

石井司人君：6人目の孫が産まれました。ちなみに男女の

割合は３対３です。

岡　良森君：２週お休み失礼しました。山口さんとの東海

岸珍道中！若干のトラブルもありましたが最高に楽しい旅

でした。

兵藤弘昭君：本日、車を洗車した時プリペイドカードの残

高がなくなり洗車機が動かずにおりました。後ろの洗車待

ちの方に申し訳なく思っておりましたら笑顔で対応してい

ただきました。その方は鈴木政則さんでした。人間の器の

大きさがわかりました。

遠藤修弘君：今日卓話をさせていただきます。30分もつか

な？しばらくの時間お付き合いください。よろしくお願いし

ます。

スマイルボックス

仲原実圭君

春の家族会のお知らせ

韮山散策とＢＢＱ

①�米山記念奨学会とは

日本に在留している外国人留学生に対し、日本全国の

ﾛｰﾀﾘｱﾝの寄付金を財源として、奨学金を支給する民間

の奨学団体です。

②�米山記念奨学会のあゆみ

1 9 5 2 年 、 日 本 で 最 初 に 設 立 さ れ た ｸ ﾗ ﾌ ﾞ 、 東 京

ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞが、日本の創始者と呼ばれる米山梅吉氏の

功績を記念して始めた国際奨学事業が、国内の全

ﾛｰﾀﾘｰ地区の合同事業に発展したものです。

③�米山記念奨学事業の特徴

奨学生一人ひとりに、地域のﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞから世話ｸﾗﾌﾞ

が選ばれ、さらにその会員の中からｶｳﾝｾﾗｰが付いて、

奨学生との交流を深め、彼らの日本での生活が心豊かな

ものになるよう配慮しています。年間の奨学生採用数は

700人以上。外国人留学生に奨学金を支給する民間奨

学団体は数多く存在しますが、多くの奨学団体の採用数

は年間数名から数十名規模で、ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会

の採用規模は突出しています。国内では民間最大の国

際奨学事業です。

④�寄付金と財政の状況

＜収入の部＞

●寄付金収入は14億1,400万円（過去5年間で最高額）と、

　　6年ぶりに14億円を突破しました。

●利子収入は7,900万円となり、管理費の合計6,500万円

を賄えています。

＜支出の部＞

●奨学事業費は12億3,400万円と、収入を大きく下回りま

した。2015学年度から採用枠を720人に増やしたものの（前

年度は700人）、奨学金額の低い学部生が増加し、想定よ

りも事業費が抑えられたためです。

●事業費のうち、奨学金が10億4,000万円で最も多く、奨

学金以外の事業費1億9,400万円のうち、地区と世話

ｸﾗﾌﾞへの補助費、奨学生への記念日、学友会への補助

費などが1億1,900万円です。また、事業の広報や寄付増

進にかかわる費用が2,200万円です。事業費には、奨学

事業にかかわる人権費4,300万円が含まれています。

⑤�ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ　生子哲男氏が掲げた今年の目標10

項目の中にも日本と世界を結ぶ架け橋となる外国からの

留学生の支援として今まで米山奨学生の受け入れをした

ことが無いｸﾗﾌﾞの米山記念奨学会に対する理解を深め

るため、米山「サブｸﾗﾌﾞ」制度を取り入れます。米山奨学

会の学生を受け入れた事のないｸﾗﾌﾞは是非挑戦してみ

て下さい。（年間、普通寄付と特別寄付の合算平均で

16,000円が目標）

米山記念奨学会部会　矢岸貞夫君

　青少年奉仕の４委員会（インターアクト小委員会、ローター

アクト小委員会、青少年交換小委員会、青年交換学友

委員会）の活動内容と危機管理ついての説明でした。

　まず、青年担当アドバイザーの野口ガバナーが話をされ、

そのなかで「ロータリーの目的が、今後１つ追加されるでしょ

う、その追加される目的は何かというと、この青少年奉仕

です」と言われました。そしてさらに、「次の世代を作って

いかなくではならない、これが世界的な課題であり、皆さ

ま方も世界共通の意識をもって取り組んでいってほしいで

す」とも言われ、これから青少年奉仕は非常に大事な役

割になってくることを告げられました。そのあと危機管理、

続いて委員会の説明でしたが、危機管理の内容と青少

年交換の内容についての２点報告させていただきます。

危機管理ってどうゆうことなのかな？と思っていましたら、

青少年の保護という内容でした。ロータリーの活動に参加

するすべての青少年のための、安全な環境作り、これが

危機管理ということです。その内容で重要なものとして、「国

際ロータリーゼロ容認方針」というものがあります。これは、

青少年に対してセクハラ、虐待の申し立ての報告を受け

てから、その真偽があるなしにかかわらず、７２時間以内に

ＲＩに報告しなければならないということです。現在、青少

年交換事業を行う場合には、ＩＲの認証が必要であると共

に、この危機管理の研修を行う必要があります。私たちク

ラブで青年交換事業を行っているとは聞いていなかった

ので、あまり関係と思っていましたが、実は、今後関係して

くるとのことです。ＲＩの認証について、数年のうちに全て

の青少年奉仕活動に適用される予定であるということ、そ

して青少年にかかわるプログラムのあるクラブは危機管理

の研修を受けていただくようになるとのことでした。よく冠杯

（ロータリー杯でサッカーを企画されている場合等）にも適

用されていくだろうということです。ですから最終的には、

各クラブで危機管理研修を受けてください。ということでし

た。

　青少年交換については

短期（３週間程度）と長期（１年）の青少年交換学生の募

集がありました。交換の目的は、自国の親善大使として交

流を広げ異文化と国際社会の多様性を理解する。という

ことでロータリー国際青少年交換プロジェクトに基づき、海

外のロータリーと留学生の交換です。地域はアメリカ、カ

ナダ、フランス、ドイツ等です。興味のある方は案内書が

ありますので受付で声をかけてください。

　最後に青少年奉仕について、ＲＩがさらに推進していくと

いう事です。そのため、青少年交換学生などの体験を話

させていただく機会や危機管理の研修について、ぜひ卓

話を利用してください。とのことでした。

青少年奉仕・危機管理部会　遠藤修弘君


