
 

  

例会記録  

会員総数   40名  出席会員数 27名 

ゲスト      2名  その他      0名 

ビジター    1名  事務局      2名 

海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ  1名  出席率   77.58％ 

 ──────────────── 

10 月 26 日 Make-up後の 

出席率 83.74％ 

 
 

 

 

ニコニコボックス  

須藤会員：ポールハリスソサイエティに登録しま 

した。麹町税務署署長・道免様卓話をあり 

がとうございます。 

齊藤会員：ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽへのご寄付宜しくお願い 

します。 

若林会員：毎日毎日頑張って 21～22 年度の 

準備をしています。 

佐藤会員：RLIⅠ・Ⅱ・Ⅲ・修了しました 

崎山会員：ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽしたことで嬉しくなれば 

何よりです！ 

荒川会員：社会奉仕委員会活動にご協力を 

お願いします。 

保科会員：うれしいことがあったので。 

吉田会員：ロータリーの友投稿で、色々とコメ 

ントを頂き、ありがたい限りです。 

守屋会員：母の誕生日です。 

 

 

次回予告  

第17回例会 2020.12.7（＃2291） 

 会場：舞の間 

 例会ホスト・紹介係  鈴木君 

       受付係  保科君   藤谷君 

       会費係  地引君 

司会者  木寅君 

ソングリーダー  井関君 

 

 

 卓話 「アートの力、なぜアートか」 

       

 元三井住友銀行副頭取  

学校法人武蔵野美術大学理事長 

      白賀 洋平氏 

         紹介者 乳井君 

 

  

会長報告 

1）税を知る週間に因んで、麴町税務署署長の道免様にお越し頂いておりますが、卓話から来場致します。 

2）先週の卓話でお話の、ひとり親家庭支援について、パンフレットをお預りしております。振込み用紙なども御座います 

ので、御協力をお願い致します。 

3）ニコニコボックスの封筒を各テーブル置きますので、よろしくお願い致します。 

ニコニコボックスは自由意志で善意の寄付の事です。ご家族、勤務先、近況などでの嬉しいこと、お祝い事などや、 

何気ないことでもにこにこしながら披露してわかちあう、また、失敗談や哀しい事もユーモアたっぷりに、例会を賑わ 

せて親睦を増進する目的があります。あつまったお金は奉仕活動に使われます。 

 

幹事報告 

1） クリスマス会は、12月21日夜間例会として、H・ニューオータニにて開催の予定です。 

2） 下半期会費請求書、9、１０月の理事会議事録を配布致しました。それぞれよろしくおねがいいたします。 

 

  本日の例会プログラム 

第 16例会 2020.11.30（＃2290）会場：舞の間 

例会ホスト・紹介係 吉田君   会費係 加賀君 

受付係     新保君 荒川君 

 司会者 木寅君  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 井関君 

 

卓話「私のコロナ罹患記」 
    

元 NHKアナウンサー 住吉 美紀氏 

      紹介者 秋山会員 
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ROTARY   OPENS 

OPPORTUNITIES 
ロータリーは機会の扉を開く 

 

東京麹町ロータリークラブ    

 前回の報告 

第 15例会 2020.11.16（＃2289）会場：舞の間 

例会ホスト・紹介係 濱田君   会費係 細谷君 

受付係     保科君 加賀君 

 司会者 木寅君    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 鄭君 

 

卓話「税務行政と COVID-19」 
    

麹町税務署々長 道免 良春氏 

      紹介者 地引会員 

  

 

 
 

 

 
 

  2020〜21 年度年度 

国際ﾛｰﾀﾘｰ会長  Holger  Knaack 



 
 

  
 

  

 
RYLA(ﾗｲﾗ)について～ロータリー青少年指導者養成プログラム 

岩井 昭治地区 RYLA委員長（10/19卓話） 
 
 

 

RYLA とは、青少年の新た

な取り組みとして 2018 年-

2019 年度実施されることに

なった地区の青少年奉仕

プログラムの一つです。

Rotary Youth Leadership 

Awards（ロータリー青少年

指導者養成プログラム）の略で、1959 年にオーストラリア

のブリスベンロータリークラブでスタートしました。日本で

は 1976 年に第 366 地区（大阪府・和歌山県）でスタート

し、国内全 34 地区のうち、当地区を含めた 29 地区で実

施されています。 

 形式はさまざまで、当地区では、日本における RYLA セ

ミナーの創始者であり先駆者である今井鎮雄氏の教えを

継承し、第 2680地区・2670地区合同で開催されている余

島 RYLA セミナーをモデルに、地区単独で 2 泊 3 日のセ

ミナーを実施しています。 

 RYLA は青少年指導者養成プログラムではありますが、

座学でリーダーシップ論を一方的に教えるような技術教

育ではありません。人間はいかに生きるべきかということ

を受講生に問い掛け、受講生の心に温かい奉仕の心・愛

の火がともることを願い、その種をまき続けることを目的

とした倫理教育・道徳教育を根底に置いて構成されたプ

ログラムで、「リーダーとは何か」とは語らず、質の高い講

義を入れ込んで、各自のリーダーシップが自然発生する

のを待つようなセミナーです。 

 RYLA の特徴は、まず、宿泊を伴うセミナーで親睦が一

夜にして出来上がることです。大自然の中で情報を遮断

し、自分を見つめ直します。2 点目は、少人数制のグルー

プワーク形式であることです。受講生を班分けし、常にグ

ループの仲間と行動して所属感を養い、他者奉仕の精神

を培ってもらいます。3 点目は、カウンセラーシステムで

す。男女のロータリアンが 1 班に 2 名付き、一緒に考え、

導き、見守ることで信頼が生まれます。4点目が一番重要

で、バズセッションという熱く深い討論形式で知的修練を

行うことです。「猿山のボス猿にはリーダーシップがある

か」「サザエさんはなぜ人気があるか」といった正解のな

いテーマについて各班でとことん話し合い、フォーラムで

発表してもらっています。一つのことを徹底的に話し合

い、本音で語ることで相手を認め、自分との違いを理

解し、信頼が生まれると考えています。 

 RYLA セミナーに参加した受講生は、同じ班になっ
た 8 人の親友と、他の参加者 18 人の友人、そしてカウン

セラーとしてそばにいた信頼できるロータリアン 2人を得 

 

 

 

 

ることができます。そして、気付きを得た受講生は、成長

し、は別人となって帰ってきます。私は余島セミナーで熱く

語る受講生を目にして、これを実感しました。 

 RYLA の活用方法として、青少年奉仕活動の第一歩とし

て導入しやすいことが挙げられます。インターアクトやロ

ーターアクトの提唱は慣れていない方が行うのは大変で

すが、RYLA は青少年奉仕プログラムに簡単に携われる

というメリットがあります。そして、ロータリーの公共イメー

ジと認知度の向上において、多くの若者たちをターゲット

にした RYLAは、アピールしやすいという効用もあります。

そして、親睦が一夜にして出来上がるという RYLAの特徴

からは、ローターアクトクラブ、米山奨学生、ローテック

ス、ロータリアンの子息や地域の若者を結び付ける役割

が果たせると確信しています。 

 次回、第 3回 RYLAセミナーは、2021年 6月 18～20日

に東京都あきる野市の戸倉しろやまテラスにて行う予定

です。廃校跡の施設で貸し切りにでき、広いのでコロナ対

策もとりやすいと考えています。受講生資格は 20 歳から

おおむね 30 歳までとし、募集人数は未定ですが、少し人

数を減らして 18～21 名で考えています。開催できる運び

になりましたら、推薦のご協力をよろしくお願いします。 
 

第 3 回東京 RYLA セミナー実施要項 

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 須藤  仁 FAX:03-3263-9122 

 幹   事 齊藤栄太郎 e-mail office@koujimachi-rc.jp 

 会報委員長 飯嶋 一晃 URL：www.koujimachi-rc.jp 

KOJIMACHI WEEKLY   THE ROTARY CLUB OF TOKYO KOJIMACHI 

・ 日  時  2021 年 6 月 18 日(金)～20 日(日) 

・ 会  場  あきる野市 「戸倉しろやまテラス」 

・ 受講生の資格 対象年齢 20 歳～30 歳（概ね） 

    募集人数は未定 

・ 受講料(1 人当り･交通費沖縄迄の往復フライト代を含む) 

     在京 30.000 円 沖縄 40,000 円 

      ロータリアン参加料 5,000 円(１日) 

             登録料  2,000 円 

※受講生一次募集締切・・・未定 

※2020 年 12 月に開催の判断はします    


