
 

  

例会記録  

会員総数  45名 出席会員数 34名 

ゲスト        2名  その他          0名 

ビジター     2名 事務局        2名 

海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ  0名 出席率    75.56％ 

 ─────────────── 

10月22日 Make-up後の 

出席率 78.86％ 

 
  【今週の MU 状況】 
 新保・佐藤会員（11/6 分区会長会議） 

新保・飯嶋・佐藤・荒川・浅野・ 

若林・吉田会員（11/9 城北地区 IM） 

中谷会員（11/12 東京中央新 RC） 

 

 

 

ニコニコボックス  

 練馬西 RC 地区大会実行委員会 

 来年２月２１日に開催されます地区大会には

ご支援ご協力をお願い致します。 

新保会員：本日は麹町税務署長ご講演あり 

がとうございます。KRG 会金田さんにはお世 

話になりました。好天の下、素晴らしいｺｰｽｺ 

ﾝﾃﾞｨｼｮﾝでプレーさせて頂きありがとうござい 

ました。 

浅野会員：１０/２０は娘の結婚式。二人で 

バージンロードを歩き、感無量でした 

若林会員：KRG ではﾍﾞｽｸﾞﾛ&優勝。無欲の勝 

利でした。ありがとうございました。 

結婚記念日：須藤会員、駒井会員、後藤会員 

    乳井会員 

夫人誕生日：浅野会員、駒井会員 

駒井会員：結婚３０周年、アッという間、想い 

出が多すぎます。 

 

次回予告  

第14回例会 2018.11.26（＃2221）  

会場：舞の間 

 例会ホスト・紹介係    福田君 

       受付係  秋山君  保科君 

       会費係  井関君 

司会者   木寅君 

ソングリーダー 須藤君 

  

卓話 「台湾進出第一歩」 

    徐 崧博氏（日台北RC） 

  

         紹介者 齊藤君 

 

 

会長報告 

1）本日は、税を考える週間に因んで、麴町税務署より河添署長に卓話をお願いいたします。 

2）2月に開催の地区大会のご案内に、東京練馬西RCより、内田昌之様がいらしております。 

3）米山奨学生としてナレン君が辞退となりましたが、これまでのサポートに対して薗カウンセラーに、奨学会より感謝状 

が届いております。 本日、地区米山奨学委員会より、比留間委員長がおこしです。 

4）先週はガバナー公式訪問には御協力頂き有難うございました。 

5）来週は１５日（木））15：00～ 中央分区千代田６クラブの IMが開催されます。 来期は当クラブがスポンサーになりま 

すので、ご参加下さい。 

幹事報告 

1）11日の皇居一周健康ウオーキング、11月の産直品応募用紙を配布いたしました。宜しくお願い致します。 

2）今期の地区大会のご案内を配布。大会前の新入会員昼食会には入会3年以内のかたはかならずご参加下さい。 

3）今月のガバナー月信を各テーブルに置きました。ご高覧下さい。 

4）夕刻6時から新入会員歓迎会を維新號にて開催され致します、皆さまお集まり下さい。 

5）例会終了後、定例会理事会がございます。該当の方はお残り下さい。 

6）来週 12日は、15日の IMに振り替えの為、通常例会は御座いません。 

 

  本日の例会プログラム 

第 14回例会 2018.11.19（＃2220） 会場：麗の間 

例会ホスト・紹介係   地引君  会費係  杉本君 

受付係   薗君  崎山君 

 司会者 木寅君  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 須藤君 

卓話「戦後の日本の復興と赤坂の貢献」 
赤坂丹後町会長 今井 鉄氏 

紹介者 齊藤会員 
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東京麹町ロータリークラブ    

 前回の報告  

第 13回例会 2018.11.5（＃2219） 会場：アーチェロ 

例会ホスト・紹介係   奥君  会費係  杉本君 

受付係   福田君  齊藤君 

 司会者 木寅君  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 須藤君 

卓話「税務行政の現状と取り組み」 
麹町税務署署長 河添 博氏 

紹介者 後藤会員 

 

 

 

 

  2018〜19 年度年度 

国際ﾛｰﾀﾘｰ会長   Barry  Rassin 



 
 

  
 

  

 

スタートアップ「RYLA」 

地区 RYLA 委員 三村智恵子氏（東京紀尾井町 RC・8/27卓話 須藤会員紹介） 

 

 

 

 

 
皆様こんにちは。地区

RYLA 委員の三村と申しま

す。所属は東京紀尾井町 RC

です。日頃から麹町 RC 様に

は大変お世話になっておりま

す。昨年度の東京麹町 RC50

周年記念行事、記念式典は

とても素晴らしかったです。今日はスタートアップ RYLAに

ついての御案内です。 

RYLA とは国際 RC が推奨する４つの青少年奉仕活

動の一つで Rotary Youth Leadership Award の略

で、RC青少年指導者養成プログラムのことです。 

オーストラリアで始まり、アメリカで組織キャンプとし

て発展、1971 年 国際 RC により正式プログラムとして

採用されました。日本では 1976年 第 366地区で実施

されその後 34地区の内、28地区で実施されています。

2580 地区では、本年度松坂順一ガバナーが新たに

RYLA を採用し、青少年奉仕活動の拡大を図ることと

し、2580 地区 RYLA プログラムを、地区単独で開催す

ることを決定しました。従いまして 29 地区目となりま

す。 

RYLA の目的は年齢 14 歳～30 歳の若者を対象に、

RYLA プログラムの受講を通じ、リーダーシップとスキ

ルと人格を養いながら、奉仕・高い道徳基準・平和とい

ったロータリーの価値観を学ぶ機会を提供することで

す。 

今期 2580地区ではRYLAへの取り組みが始めてと

いうことでもあり、2018～2019 年度 RYLA プログラムテ

ーマは“心にふれあう”としました。①新しい友人を発見

して、他者の心にふれ合う 

②自分を見つめ直し、自身の心にふれ合う ③ロータリ

ーの心にふれ合い、奉仕の心を養い平和について考

える機会とする ④受講者の心にふれ合い、ロータリア

ン自らの教育の場とする 

“心にふれ合う”RYLA プログラムを通じて、4 つのふれ

合いが生まれる・・・という願いが込められています。 

2580 地区は、東京の５つの分区に沖縄分区が加わ

った６つの分区で構成されています。私たちは『心にふ 

れ合い、平和について考える』その最もふさわしい場所、

それは自然豊かな沖縄の地ではないか・・と考え、2580

地区初の RYLA プログラムを 2019 年 3 月 1 日（金）～3

日（日）に沖縄で開催することに致しました。2泊 3日の共

同生活の中で、新しい友人を発見し、他人と触れ合い、 

 

 

 

 

 

自分を見つめ直し、様々な価値観を学ぶ機会を提供しま

す。参加費は 3 万円ですが、推薦クラブでの御負担を御

願いします。 

受講生の対象となる方はローターアクター、ROTEX、米 

山奨学生、米山学友、ロータリアンの会社の社員、御子

息・御息女、地域で活躍している青少年等で 20歳～30歳

の方です。申込期限は 9 月 15 日（土）です。選考の流れ

はエントリー⇒クラブ推薦⇒選考⇒合否決定となっており

ますが、東京麹町 RC様に御願いしたいことは、受講生を

選出し推薦して頂きたいということです。 

RYLA参加者は RYLArian となり、ロータリー学友の会 

員資格を得て、推薦クラブのロータリーファミリーとして活

動します。2019 年 5 月 18 日（土）在京 RYLA 報告会を開

催予定です。 

青少年は、私達の宝であり、希望であり、未来です。私 

達は次世代を担う青少年を探し出し、応援し、期待を込め

て指導し、勇気を与えたいと願っております。 

RYLAについて少しはお分かり頂けたでしょうか？ 

御清聴ありがとうございました。 

 

 

１１月１日 KRG 会 於 霞ヶ関 CC 

 

 

 

東京麹町ロータリークラブ 
 設   立 1968 年 6 月 17 日 〒102-0093 

 例 会 日 月曜日 12：30 千代田区平河町 1-3-8 

 例 会 場 ホテル･ニューオータニ       平河町プラザ 204 号 

  TEL:03-3263-9220       

 会   長 新保 雅敏 FAX:03-3263-9122 

 幹   事 飯嶋 一晃 e-mail office@koujimachi-rc.jp 

 会報委員長 駒井 愼二 URL：www.koujimachi-rc.jp 

KOJIMACHI WEEKLY   THE ROTARY CLUB OF TOKYO KOJIMACHI 


