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本日の出席率７８.５７％：会員数４２名・出席３１名・欠席９名・出席規定免除会員（２）１名・ビジター６名

前々回の修正出席率１００％：出席３７名・メークアップ３名・出席規定免除会員（２）２名

　皆さんこんにちは、 最近ニュー

スの話題は、 パラリンピックの話題

か、 自民党の総裁選挙 ・ 民主党

の代表選挙の話ばかりでありま

す。 政治家は政治家らしく国のた

めになる政策を実施できるようにし

て頂きたいと思います。

　また広島の２０歳の男性が女児誘拐 ・ また名古屋の２３歳の男

性が自分の部屋に監禁した女児のことが発覚しないよう自分の

父親を殺害するなど大人になりきれていない若い世代の犯罪の

ニュースが最近多いように思われます。 若い世代の 「教育」 の

必要性が、 大事になったと思います。 ロータリーでは新世代委

員会が担当している１４歳から３０歳までを対象とした善良な市民

としての資質などを伸ばす教育プログラムであるＲＹＬＡ「ロータ

リー青少年指導者養成プログラム」 があります。 会員の皆様に

は 「若者の教育」 に役に立てて頂きたいと思います。

　先日セクハラとパワハラとはという基礎知識を勉強する機会が

ありましたので簡単に説明したいと思います。 セクハラとは、 一

般的に相手方の意に反する性的言動のことを言います。 セクハ

ラには①対価型セクハラと②環境型セクハラの２つの類型がある

とされています。 対価型とは性的要求を拒否 ・ 性的な言動に対

する労働者の対応を理由に雇用上不利益な扱いをすることであ

り、 環境型とは労働者の性的な情報を流布し性的な嫌がらせに

より職場環境を悪化させることです。 セクハラについては、 男女

雇用機会均等法１１条が、 会社に対し、 セクハラ防止と苦情処

理のための雇用管理上の措置を講じることを義務付けています。

　パワハラとは、 一般的に上司が部下を指導 ・ 注意 ・叱責する

過程で行う部下の人格を侵害する言動を云います。 もっとも、

定義として確立したものではないことに注意が必要です。 現在

のところセクハラのように防止措置義務を定めの法律規定はあり

ません。 セクハラ ・ パワハラをした者を使用していた会社は、 選

任 ・ 監督上の義務を尽くしていたことを証明できない限り、 使用

者責任 （民法７１５条） を追うこととなります。 つまり、 会社が適

切な防止措置 ・ 適切な事後措置を取らなければ、 会社は被害

者に対し職場環境配慮義務違反を理由として、 不法行為また

１．例会変更
　　佐世保西ロータリークラブ

９月２５日 （火）→９月２８日 （金） １８：３０～

　　　　山暖簾　観月例会のため

９月１８日 （火）　休会　定款第６条第１節より

２．来　　信
・ロータリーの友事務所

「ロータリーの友」 ２０１２－１３年度英語版のご案内

・公益法人九州盲導犬協会
   会報　ハーネス九州第６１号

３．伝達・通知
○当クラブ会員の崎元英伸君が佐世保支部 支部長を拝命さ

　れています長崎県自動車整備振興会により佐世保交通遺

　児基金に１０万円寄付されました。 新聞に朝長市長との寄

　付贈呈の記事が掲載されていましたのでご紹介します。

○９月２０日の例会は第６グループ山口二郎ガバナー補佐訪

　 問クラブ協議会となっています。 詳しい内容、 スケジュー

　 ルは来週の例会にて報告しますが、 全会員のご出席をよ

　 ろしくお願いします。

は債務不履行に基ずく損害賠償責任を負うことになります。

諫早北ロータリークラブ　　　　　　　　　 岩﨑　修一様

佐世保南ロータリークラブ　　　　　　　　田添　孝佳様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉田　孝生様

佐世保北ロータリークラブ　　　　　　　　村瀬　高広様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  中村　静生様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永田　武義様

committee

田雑豪裕 中央会会長
　２０１１～１２年度田代博之会長取り切り戦優勝　古川直記君
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諫早北ロータリークラブ 　岩﨑修一様
お世話になります。 香月章彦会員と同業の者です。 香月君

の縁でメーキャップさせていただきます。

佐世保北ロータリークラブ　永田武義様
久し振りのメーキャップをしました。 これからもどうぞよろしくお

願いします。

四元清安会長、大久保厚司副会長、前田眞澄幹事
先週中央会は、 暑い中、 大変お疲れ様でした。 スコアは相

変わらずの寒い成績でした。 本日は新世代奉仕委員会によ

る第３回クラブフォーラムとなっておます。 野村委員長、 よろ

しくお願いします。 又、本日は第３回理事会となっております。

理事・役員の方はよろしくお願いします。

田代博之直前会長
日曜日の中央会、 私の夢がかないました。 死ぬまでにもう一

度７０台で回りたいと思っていましたが、 イン４１、 アウト３８の

７９のスコアでした。 ニコニコしたいと思います。

長富寿人君
先日の中央会、 武雄・嬉野カントリークラブというと久し振り

に早朝から勇んで出発しましたが、 ゴルフ場の入口付近が

工事中で間違ってあらぬホテルに入りかけ、 慌ててバックを

している所を松尾英機君や多くのメンバーに目撃され、 皆様

から色々とお言葉をいただき大変でしたが、 クラブの受付の

方の話では良く間違って入る方が多いとの話でホットしまし

た。

橋口佳周君
なにもありませんが、 ニコニコします。

崎元英伸君
新聞記事のご紹介を感謝してニコニコします。

本田実君
９月２日(日） 宝島トライアスロン in宇久に審判長として行って

来ました。ＭＣに川島君を呼び進行いたしました。 途中、 脱

水症で２人ほど倒れましたが、 無事終了いたしました。 緊張

がとれたのか帰りのフェリーで酔っぱらってしまいました。

新世代奉仕委員会一同
今月９月は新世代月間です。 それに因んで本日は新世代ク

ラブフォーラムを行います。 皆様のご協力をよろしくお願いい

たします。

佐世保中央ロータリークラブ 定款

第５条 五大奉仕部門

　５．奉仕の五大部門である新世代奉

仕は、指導者養成活動、社会奉仕プロ

ジェクトおよび国際奉仕プロジェクト

への参加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換プロ

ジェクトを通じて、青少年並びに若者によって、好ましい

変化がもたらせることを認識するものである。

「２０１２－１３年度地区新世代奉仕部門合同セミナーにて」
　各ロータリアンの責務は、年齢３０歳までの若い人全て

を含む新世代の多様なニーズを認識しつつ、よりよき未来

をもたらすために新世代の生活力を高めることによって、

新世代に将来の準備をさせることである。全てのクラブと

地区は、新世代の基本的ニーズを支援するプロジェクトに

着手するよう奨励いる。基本的ニーズとは、健康、人間の

価値、教育、自己開発である。新世代のための国際ロータリー

常設プログラムは、インターアクト、ローターアクト、ロー

タリー青少年育成プログラム（ＲＹＬＡ）、ロータリー青少

年交換がある。

本日の合計　　　　   15,000 円

本年度の累計　　　254,000 円

■ 第３回クラブフォーラム ■
　　“新世代月間に因んで”
　担当；新世代奉仕委員会担当

野村 和義 新世代奉仕委員長　

第１０４回中央会

優勝　田代博之君、 準優勝　南部建君、 ３位　溝上純一郎君

*中央会会則は少し改善しながら行う予定です。

池永隆司君
先日の日曜日の中央会、 今度こそはと意気込んで行きました

が、 沈んでしまいました。 日頃の成果を少しも出せないノミの

心臓が滑稽なのでニコニコします。

崎山信幸君
本日より９月定例議会が始まりました。午後一番で会議が入っ

ていますので、 途中退席をいたします。 理事会を欠席いた

します、 申し訳ございません。 今回の定例議会においても、

議場において質問をいたします。 日時は９月１８日 （火） 午

前１０時より、 持ち時間は１時間です。 今回はいじめの問題と

体育文化館の駐車料金のことに鋭く突っ込みたいと考えてお

りますので、 皆様方の傍聴をお待ちしております。

馬場貴博君
４回連続の早退、 平にお許しください。
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 『新世代』とは 

　ロータリー家族の最も若い世代の人々を指す。 その多くは、

青少年や若者を対象としたロータリーのプログラムの参加者た

ちです。 また、 ロータリークラブや地区の活動に参加している

奉仕志向の若者たちも含まれます。

 ロータリーのプログラム
　インターアクト

　ローターアクト

　青少年指導者育成プログラム （ＲＹＬＡ）

　青少年交換

 インターアクト
　１２歳～１８歳の青少年による奉仕クラブです。 地域社会また

は学校を基盤として結成されます。 これをロータリークラブが

設立を支援し、 指導やサポートを提供します。

　

インターアクトの目標　
　インターアクトクラブは自助自立して運営を行い、 指導力や

高潔な心を見に付け、 他者への思いやりと尊重の念を育み、

個人としての責任や一生懸命仕事をすることの価値を理解し、

国際理解と親善を推進すること。

 ローターアクト
　１８歳～３０歳まで青年による奉仕クラブです。 大学を基盤と

したクラブと地域社会を基盤としたクラブがあります。

大学を基盤としたクラブ
　学部生と大学院生からなりキャンパス内で例会を開催します。

地域社会を基盤としたクラブ
　社会人や学生などのさまざまな職業の青年によって構成されます。

ローターアクトの目標
　地元ロータリークラブの支援の下で設立され、 社会奉仕、

国際奉仕などの活動を実施します。 また指導力養成や職業

開発の活動も行います。

 ロータリー青少年交換
　１５歳から１９歳までの学生を最高１年間海外へ留学して新し

い文化を学びます。 数週間や数ヶ月といった短期留学もあり

ます。 また、 １８歳～２５歳の青年を対象とした数週間から三ヶ

月まで、 母国の親善大使としての新世代交換もあります。

 ロータリー青少年指導者育成プログラム（ＲＹＬＡ）
　対象年齢１４歳～１８歳　１９歳から２４歳　２５歳から３０歳

　目的
　リーダー及び善き市民としての資質を伸ばし人間としての成

長を促す事を主眼としています。

　内容
　リーダーとして嘱望される若者に効果的な研修を提供し、 青

少年による青少年への指導を奨励し、 地域社会に尽くしてい

る若者を公に表彰することにより若者に対するロータリーの尊

重を示すものです。

　私の家では過去２回、青少年交換

学生を受け入れました。1 人はアメリ

カ人クリス。もう 1 人はオーストラリ

ア人キャサリン。良かったのは普段

しゃべる日本語に２人とも困らなかっ

たことです。その点では非常に楽でした。

　クリスは、西海学園に行きましたが軟弱な男で、女性徒

と付き合っていました。交換学生にはしてはいけない３Ｄ

というものがあります。１つ目はドリンクのＤ、お酒を飲

んではいけないという事です。２つ目はドライブのＤ、運

転。３つ目はデートのＤ、異性と付き合ってはいけないと

いう取り決めです。クリスに女生徒と付き合ってはいけな

いといくら注意しても聞かないので、２人を我家へ呼び出

し、目の前に正座させ、別れないとアメリカへ帰すと厳し

く言うと、なんと２人で泣き出してしまいました。それ以

上あまり言えなくなり、今度２人でいる所を見つけたらア

メリカへ帰すという事で話を終わりました。なんとその後

福岡でデートをしているという情報が入り、またやかまし

く言いましたが。もうそれ以上は追及しませんでした。福

田先生の所にも居ましたが、窓から飛び降りて死ぬとか、

そういう騒動を起こしたらしいです。しかし今は楽しい思

い出です。

　２人目のキャサリンは、聖和学院に行きました。クリス

の時は我家の子供たちも小さかったですが、キャサリンの

時は娘も高校生になっていてよく話し相手になっていた

ようです。女の子だからかもしれませんが、買い物が好き

で、いろんなものを買っては本国へ送っていました。特に

有田の陶器市の時には、キャサリンの買い物を、娘も両手

一杯、自分も持ちきれないほど買い込んで帰ってきました。

　交換学生を受け入れて良かったのは、私の子供たちに

外国人と生活する違和感が無くなったことではないかと

思います。一番下の娘がオーストラリアに交換学生で行

きましたが。受け入れた時の経験で抵抗なく行けたので

はないかと思います。

　私の娘が行ったところは、オーストラリアの西海岸の

パースから更にバスで１０時間ほど行った所の牧場です。

周りは何もないところで隣の家が何キロか離れていると

言っていました。まったく日本語が通じない、環境も全く

違う所で最初はかなりホームシックにかかったようです。

しかし三ヶ月もするとかなり慣れてきて後は楽しんだ留学

生活を送ったようです。行って良かったことは、周りに日

本人が１人もいない所へ行ったせいもありますが、英語が

喋れるようになりました。それよりも良かったことは、自

立した考えが出来るようになったことです。

　今ロータリーでは交換学生を受け入れる家庭が少ない

■青少年交換学生よもやま話■

田代 博之 直前会長
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　去る８月１８日 （土） 国際ロータリー第

２７４０地区新世代奉仕部門合同セミ

ナーが開催されましたので、 そのご報告

を致します。

参加者　

　地区役員 ・地区新世代奉仕部門委員　２８名　

　第１～第１０グループ　５７RC　６８名　　　参加者合計　９６名

　福元ガバナーによる 「新世代育成にとって今何が課題か」

との演題で基調講演がなされました。 その後、 増崎新世代統

轄委員長 ・中尾インターアクト地区委員長 ・古賀ローターアク

ト地区委員長 ・中島ＲＹＬＡ地区委員長 ・若杉国際青少年交

換地区委員長の５名の委員長によるそれぞれの部門の現状と

地区としての取り組み ・方針が説明されました。

　地区の総括としての目標は次の通りで 「各ロータリアンの責

務は、 年齢３０歳までの若い人全てを含む新世代の多様な

ニーズを認識しつつ、 よりよき未来をもたらすために新世代の

生活力を高めることによって、 新世代に将来の準備をさせるこ

とである。 全てのクラブと地区は、 新世代の基本的ニーズを

支援するプロジェクトに着手するよう奨励されている。 基本的

ニーズとは、 健康、 人間の価値、 教育、 自己開発である。

　新世代のためのＲＩ常設プログラムは、 「インターアクト、 ロー

ターアクト、ロータリー青少年指導者育成プログラム （ＲＹＬＡ）、

ロータリー青少年交換がある。」 とまとめられた上、 各クラブで

新世代事業に大変でしょうが前向きに捉えられ１つでも多く実

施していただきたいという言葉で締められました。

　別紙２０１１－１２年度アンケート集計表をお配りしていますの

で、 説明します。 第２７４０地区における各クラブの新世代奉

仕事業の活動内容 ・予算 ・人員数 ・広報 ・新規活動への検

討の有無についてまとめられたものです。 特執する事として、

第２７４０地区各クラブ合計年間総予算として１７,５１０,１２１円計

上されています。 中でも武雄ＲＣの１,３９４,７３８円を最高に

１００万円以上予算組しているクラブが雲仙ＲＣ・ 諫早西ＲＣ・

長崎ＲＣが有ります。 いずれも奨学制度や交換留学生を行っ

ているクラブかＩＡＣ年次大会に関係しているクラブが多くの予

算を組まれているようです。 活動内容はロータリーの常設プロ

グラムをベースに各地域に根ざした青少年活動を行っているク

ラブも多く見られまが、 中には社会奉仕活動としてみてもいい

のではないかと言う様な活動も有り、 以前社会奉仕部門の中

に青少年活動が含まれていた要因を感じました。

ＳＡＡ：浅野訓一君
次回例会／９月１３日１８：３０～

次回献立／ステーキ丼、サラダ、ミネストロスープ

■地区新世代奉仕部門合同セミナー報告■

前田 眞澄幹事

という事で、行き来が出来なくなってきております。これ

は残念なことだと思います。グローバルに世界がなってき

ている時、日本は逆方向に向いているようです
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