
                         

国際ロータリー第 2530 地区 
2018～19 年度 

 

第 37 回 通算 531 回  2019年 4月 9日（火）12:30～13:30  

 

ゲスト卓話： 

「インターアクトクラブ 危機管理ついて」 

福島 21 ロータリークラブ 渡辺 浩子 様 

 

 

「会長の時間」  
会長 大谷 和年

今、南相馬ロータリークラブ会長あてに、

フィリピンのマニラロータリークラブから、

１００周年記念事業参加の案内が来ておりま

す。アジアで最初のクラブという誇りからで

しょう、アジアの各ガバナーと会長宛に案内

しているようです。RI 会長及びフィリピン大

統領もお招きしています。１９１９年６月１

日の設立ですから、設立当時は日本では大正

時代になります。 

 

すでにご存じの方もいるかと思いますが

（ロータリーの友４月号より）、日本の最初

のロータリークラブは１９２０年１０月２０

日に設立された東京ロータリークラブで、翌

１９２１年４月１日に、世界で８５５番目の

クラブとして、国際ロータリーに加盟が承認

されました。 

 

日本でのロータリークラブ設立については、

ポール・ハリスの片腕としてロータリーの組

織を作り、海外拡大に情熱的に取り組んだ初

代事務総長チェスリー・ベリーと創立の準備

に奔走した米山梅吉、福島喜三次などの先達

の功を忘れることはできません。 

 

その後、日本のロータリーは、第二次世界

大戦の波に洗われて、１９４０年に国際ロー

タリーから脱退します。戦後１９４９年３月

になって、再び復帰加盟しますが、この時復

帰に尽力してくれたのが国際ロータリーの第

３代事務総長ジョージ・ミーンズでした。 

 

その後の日本におけるロータリーの拡大発

展は目覚ましいものがあります。ロータリー

財団への貢献も抜群で、今や国際ロータリー

における日本の地位は不動のものになりまし

た。現在、日本全体でのクラブ数は２,２６１

会員数８９,４８６人（２０１９年１月末現在）

となっています。 

 

ちなみに、世界最初のロータリークラブは、

ポール・ハリスらによる１９０５年２月２３

日に設立されたシカゴロータリークラブです。

世界中のクラブ連合体である国際ロータリー

 

495th  Program  

司会 SAA 青木謙二 会員            

大谷和年 会長 

開会点鐘／ロータリーソング

「我等の生業」／「四つのテ

スト」唱和／お客様並びに来

訪ロータリアン紹介／会長の

時間／昼食／ゲスト卓話／幹

事報告／各委員会報告／出席

報告／スマイルＢＯＸ報告／

閉会点鐘 
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は今では２００以上の国と地域に広がり、ク

ラブ数３５,７８７となり、１,２１４,３６３

人の会員数（２０１９年２月１５日）に達し

ています。 

南相馬ロータリークラブが創設し認証された

のが２００７年４月４日です。 

今月でちょうど満１２年を迎えました。設立

時２２名からスタートし現在２９名です。 

 

これからも会員の皆さんのご協力を得れば、

少しずつ発展していけるものと信じています。 

ロータリー活動に積極的な参加を期待します。 

 

「インターアクトクラブ危機管理について」            

福島 21 ロータリークラブ 渡辺 浩子 氏 

 

 

昨今の世界的な現象として、青少年が虐め

やハラスメントによる被害を受けたり、自然

災害や人災が多発し犠牲になったりしている

ことを憂慮したアメリカ国務省が、各種団体

に対して厳重に注意を促し、防止対策を策定

するよう指示したことに始まりました。 

各種奉仕団体に対しても甘い管理体制の軌

道を修正し、速やかに防止対策を作定するよ

う指示を出し、対策の施行や報告を怠った場

合はそのプログラムを停止することがあると

警告しました。ＲＩもこれに対応して「ＲＩ

指針」を提示し、この指針を採用しない地区

は、今後の活動を停止する旨の厳しい指示と

なりました。 

ロータリー章典に規定された 

「青少年保護の指針」を順守する 

 

国際ロータリーは、ロータリー活動に参加 

る全ての青少年のために安全な環境を作り、 

これを維持するよう努める。 

ロータリアンと、その配偶者、その他のボ

ランティアは、接する児童や青少年の安全

を考え、肉体的、性的、あるいは精神的な

虐待から彼らの安全を守るため、最善を尽

くす責任がある。 

インターアクトと接する際の安全手順  

６つの項目 

 

１．ＲＩのロータリー章典に規定された

「青少年保護の指針」を順守すること 

 

２．会合、活動、奉仕活動は必ず成人が監

督すること。 

 

３．監督ない状況でインターアクトと長時

間接するすべての成人（ロータリアン、顧

問教論、メンター、監督者を含む）の審査

を行うこと。 

 

４．オンライン活動（オンライン例会やソ

ーシャルの活用など）への青少年の参加に

ついては、地元や国のガイドラインに従う

こと。 

 

５．地元地域に旅行する際には「ＲＩ青少

年の旅行の指針」に従うこと。 
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６．虐待やハラスメントの報告があった場

合は、速やかに地区リーダーや地元の警察

に通知します。「こんな時どうするか」を

想定し話あっておく。それが「危機管理計

画」の一歩です。 

＊けが人が出た！ 

＊参加者から不適切または危険な行動の報

告があった！ 

＊プログラムまたはイベント開催中に自然

災害が発生した。 など。 

 

ロータリー青少年保護に関する 

申し立て報告書 

 

申し立てへの対応と事態解決のための措置

です。ＲＩに 72 時間以内に報告します。 

コミュニケーションを大切に「信頼」が

「安全」へ繋がります。 

普段から何かひとこと声をかけましょう。 

 

＊顧問や学校と密に連絡をとる 

＊IAC 例会に参加する。クラブとの合同例  

会を開催する 

＊一緒に奉仕活動をしながら親睦を深める 

インターアクター、青少年の夢は私たちの

希望です。見えない翼を見つけて若者の未

来を世界中のロータリアンと共に楽しみな

がら創っていきましょう。 

 

＊渡辺様、貴重なお時間とご講話を、

ありがとうございました。 

 

 

「５月度プログラム」   

 

 

７日(火) 

１２：３０～１３：３０ 

 

 

原町フローラ 

 

【通常例会】第４０回／通算５３４回 

＊会員卓話 

  職業奉仕委員会委員長 野地庄蔵会員 

  「職業奉仕委員会セミナー報告」 

  

 

 

１４日(火) 

１２：３０～１３：３０ 

 

 

原町フローラ 

 

【通常例会】第４１回／通算５３５回 

＊ゲスト卓話 少年野球石神ライガース監督 

渡部浩文監督 

 

 

 

２１日(火) の振替 

１８日（土） 

 

 

 地区研修協議会 

【地区研修・協議会】第４２回／通算５４５回 

＊次期会長幹事会 

 開会 ９：３０  閉会１０：００ 

＊地区研修・協議会 

 開会１０：１５  閉会１６：００ 

   

２８日（火） 休  会  



「Lunch time  １分間スピーチ」                岡田 義則 幹事 

 

ビタミン C といわれる果物は、なんですか？と皆さんに聞くと、

「レモン」と答える方が多いです。成人では 1 日の推奨量が 100mg

と言われています。レモン 1 個で 100mg 取れますが、皮ごと全部食

べてないとダメです。丸々1 個を食べるのは難しいので、もっと手早

く摂取する方法があります。苺２粒でビタミン C100mg とれるといわ

れています。うちで販売していますので、苺をぜひ食べてみてくださ

い。宜しくお願いします。苺のツブツブは、何だと思いますか？実は、

ツブツブは種ではなく「実」です。そして赤くなっている所が茎です。皆さんは苺の茎を食べて美味し

いと言っているんですね。このような形態をとるものをイチゴ状果（偽果）といいます。リンゴやナシ

のようなナシ状果も偽果なのです。 

 

「幹事報告」    

●４月８日（月）に次年度会長・幹事会がありました。 

●本日、相馬農業高校の入学式に会長代理として、岡田幹事が出席してきました。 

計    ￥4,000.  累計 ￥231,000.  

計   ￥3,000.  累計 ￥232,000.

計   ￥8,000.   累計 ￥436,106. 

青木謙二 1,000 渡辺さん貴重な卓話ありがとう御座意ます。 

岡田義則 1,000 渡辺様ありがとうございます。 

川崎博祐 1,000 渡辺浩子様卓話ありがとうございます。 

野地庄蔵 1,000  

三浦宏美 1,000 渡辺様卓話ありがとうございます。 

宮城住夫 1,000  

門馬純子 1,000 渡辺様、本日は、卓話ありがとうございました。 

渡辺浩子 1,000 本日はお世話になります。よろしくお願いいたします。 
               （円） 

出席報告 ： 会員数２９名   出席数９名  出席率３１％ 

南相馬ロータリークラブ Since.2007      会長：大谷 和年  / 幹事：岡田義則   

例会日 ： 毎水曜日 １２:３０～１３:３０ 

例会場 ： ウエディングパーク 原町フローラ 南相馬市原町区高見町 2 丁目 30-6   

事務局 ： 南相馬市原町区錦町 2 丁目 68-6  

              TEL 0244-23-1268  FAX 0244-26-5935 

HP http://www.minamisoma-rc.org/   E-mail minamisomarc@white.plala.or.jp 

http://www.minamisoma-rc.org/

